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第７５回田富中学校入学式 

 ４月６日（火）入学式を挙行しました。市の方針で来賓には出席いただけませんでしたが，保護者の皆様のご

臨席のもと，落ち着いた雰囲気の中，新入生のやる気が伝わってくる入学式を執り行うことができました。

 

在校生代表による校歌斉唱 歓迎の気持  新入生代表 野村唯人さん 

ちが伝わってくる温かい演奏でした。   「誓いの言葉」 

 

校訓「誠実」について 

 本校の校訓は「誠実」です。今から６０年ほど前に校訓になったと言われていますが，正確な記録はありません。

誠実には，嘘いつわりのないこと，夢や目標に向かってまじめに努力すること，まごころがあることなどの意味が

あります。「誠実」は理念であり，日々，「誠実」でありたいと教職員も生徒も努力していくことが大切であると考

えます。生徒には年度の初めにあたって，２・３年生には始業式で，１年生には入学式の中で，校訓「誠実」に基

づき，次の二つの話をしました。一部補足しながらお伝えします。 

一つ目は，「夢や目標に向かって精一杯努力して欲しい」ということです。中学校卒業後は自分で決めた道を進んでいかなけ

ればなりません。卒業後の自分の進む道は，自分の人生に大きな影響があります。それ故，中学生として将来の夢や目標を見

据えながら「学習他，今，やるべきことに精一杯向き合い，努力する。」ことが大切です。夢や目標があれば努力することができ

ます。日々の生活も充実します。しかし，自分の夢や目標がまだはっきりしない人もいると思います。（私事で恐縮ですが）私も学

生時代，夢が持てませんでした。先生方から吉田松陰の言葉として「夢なき者に理想なし，理想なき者に計画なし，計画なき者

に実行なし，実行なき者に成功なし。故に，夢なき者に成功なし。」等を紹介されるたびに「自分はダメなんだ。」と思っていまし

た。でも，行きついた先で何とかやってくることができました。こんな話もあります。立命館アジア太平洋大学（APU）学長の出口治

明さんは，ある生命会社を立ち上げたカリスマ経営者でもあります。読んだ本は 1 万冊を超えるというその豊富な知識と経験から

「夢が持てない人は，何年もかけて夢を探せばいい。そのためには目の前のことに全力を尽くすこと。」と言います。「今の時代，３

年あれば大抵のことは一人前にできる。焦ることはない。」とも言います。目の前のことに全力を尽くしていれば，やりたいことが見

えてくる。見えてきたら，そこに向かって努力すればいい。人生１００年時代を生きる皆さんは，それで良いのかもしれません。大切

なことは「誠実に努力する」ことだと考えます。 

 二つ目は、「まごころ」を持って生活して欲しいということです。今ここにいる生徒の一人ひとりは、ご家族に見守られてここまで育

ってきました。私たち教職員にとっても保護者の皆様にとっても、本当に大切なひとりひとりです。世界中には約７８億人の人がい

ますが、自分はひとりだけです。ＯＮＬＹ ＯＮＥです。自分自身を大切にしてください。そして、いろんなことに挑戦してください。その頑

張りを期待しています。そして，自分を大切にすることと同じくらい自分以外の人を大切にしてください。「思いやり」「まごころ」をもって

生活してください。いじめなどあってはなりません。ともに汗を流し，共に笑い，時には共に涙を流すことによって，かけがえのない仲

間になります。仲間・教職員とともに充実した中学校生活にしていきましょう。  

 生徒には，上記の話をさせていただきましたが，我々教職員も中央市の教育の基本「まごころ」及び本校校訓「誠

実」の理念のもと，「手厚い指導」「温かい指導」を心がけてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

（誓いの言葉：要約）期待と不安で胸がいっぱいであるが，

新しい出会いを大切に「勉強」「部活動」に日々努力して

いきたい。「学園祭」などの行事では多くの仲間や先輩方

に接する中で，たくさんのことを学び有意義な学校生活を

送っていきたい。互いに助け合いながら成長したい。きま

りを守り，考え，行動することを約束します。と話してく

れました。 



◇令和３年度  教職員体制◇   

職名・担任 氏　　　名 教科 部活指導

1 校　長 丹　澤　　 　博 数学 ＊＊＊

2 教　頭（防災主任） 五　味　宏　康 社会 ＊＊＊

3 教　頭 矢　吹　和　信 数学 ＊＊＊

4 主幹教諭･教務主任 中　澤　康　夫 技術 バレー（男）

5 生徒指導主事 二　宮　紀　子 美術 美術・青雲

6 １年主任 北　村　朋　子 英語 吹奏楽

7 １－１ 佐　野　亮　祐 社会 野球

8 １－２ 志　村　結　女 英語 卓球

9 １－３ 赤　池　夏　実 音楽 合唱

10 １－４・副主任 深　澤　布由子 国語 バスケット

11 １－５ 髙　次　晃　広 理科 ソフトテニス(男）

12 6組担任 髙　橋　美　和 数学 コンピュータ・青雲

13 1年所属 堀　川　順　一 数学 バレー

14 １年所属 塚　田　博　紀 数学 ＊＊＊

15 ２年主任 上　野　裕　城 保体 サッカー

16 副主任・研究主任 堀ノ内　正　登 社会 バレー

17 ２－１ 志　村　勇　太 数学 ソフトテニス(女）

18 ２－２ 千頭和　知恵子 国語 バレー（女）

19 ２－３ 石　黒　公　二 理科 陸上

20 ２－４ 和　田　佳　苗 家庭 家庭

21 ２年所属（日本語指導） 鶴　田　裕　人 国語 青雲

22 ２年所属 小　池　勝　也 英語 サッカー（野球）

23 ２年所属 秋　山　裕　翔 数学 ＊＊＊

24 ３年主任 秋　山　正　英 理科 ソフトテニス

25 副主任・進路指導主任 河　西　正　和 数学 卓球

26 ３－１ 山　田　庸　介 保体 バスケット（女）

27 ３－２ 望　月　り　え 英語 吹奏楽

28 ３－３ 長　沼　　 　大 社会 陸上

29 ３－４ 清　水　 　　湧 数学 バスケット（男）

30 ７組担任 長谷川　洋　子 国語 卓球

31 ３年所属 望　月　昭　栄 保体 陸上

32 非常勤講師 岩　垣　美　幸 英語 ＊＊＊

33 ＡＬＴ リチャード　ドジャン ＊＊＊ ＊＊＊

34 養護教諭 中　込　真　歩 ＊＊＊ ＊＊＊

35 事務職員 佐々木　　　猛 ＊＊＊ ＊＊＊

36 司　　書 中　澤　幸　枝 ＊＊＊ ＊＊＊

37 小学校専科 小山田　春　香 英語 家庭

38 初任研拠点校指導員 坂　本　一　聡 美術 ＊＊＊

39 心の教室相談員 杉　山　悦　子 ＊＊＊ ＊＊＊

40 通訳 鶴　岡 　マリコ ＊＊＊ ＊＊＊

41 支援員 中　沢　ひろみ ＊＊＊ ＊＊＊

42 ＳＣ 小　泉　里　菜 ＊＊＊ ＊＊＊

43 環境整備員 甘　利　初　美 ＊＊＊ ＊＊＊

44 環境整備員 渡　辺　　 　明 ＊＊＊ ＊＊＊

45 在外派遣 土　屋　政　隆 社会 ＊＊＊

46 育児休業 清　水　 　　愛 数学 ＊＊＊  

最近の様子から 

 
 

 

 

 

  

今年度の教育活動にあたって 

生徒にとってかけがえのない中学校生活です。感染症対策等，工夫し，実施できるものは実施していくという

考えのもと，教育活動を推進します。また，今年度からタブレットが一人一台配布されます。今までも授業にお

いて調べ学習等に使用していた教科もありました。今後は更に一歩踏み込み，一人一人の生徒の達成具合を確認

しながら授業を進める，全員の意見を画面上で見ながら討論する，などの活用を考えています。双方向型の一斉

授業をべ－スに，一人一人の学習状況に応じた個別学習やグル－プワ－クを取り入れ，新学習指導要領に盛り込

まれた主体的かつ対話的で深い学びが実現できるよう取り組んでまいります。 

↑ ８：２５に朝読書が開始され始業となります。 

どの学年・学級も時間に開始されています。 

落ち着いた雰囲気の中で，１日が始まっています。 

↑ 朝の健康チェックの様子です。風邪症状がある時，発熱し

た時は，文科省初中局「学校の新しい生活様式」に示されてい

るように自宅で休養をとることになっています。（出席停止にな

ります。）引き続き，ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

← 給食準備の様子 各学年とも密を避けるために，廊下の窓 

を開け，配膳しています。給食を食べる時は，マスクを外すた

め，最も気をつけなければならない時間帯です。各学年とも，

黙食としています。 

 


