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第７６回田富中学校入学式 

 ４月６日（水）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，入学式を執り行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

校訓「誠実」について 

 本校の校訓は「誠実」です。４月６日（水）の始業式の時に，２・３年生に「田富中の校訓が言える人？」と質

問したところ７割近くの生徒が手をあげてくれました。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。田富中学校の生徒一人一人が，自分なりの「誠

実」に向けて努力してくれることを願い，今年度も学校通信のタイトルを「誠実」にしました。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，内容は若干異なりますが，市の教育の基本「ま

ごころ」本校校訓「誠実」に基づき，次の二つの話をしました。概略をお伝えします。 

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。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

尽くして欲しい。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。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一人は，ご家族に見

守られてここまで育ってきました。保護者の皆様にとっても私たち教職員にとっても，本当に大切な一人一人です。

世界中には約７８億人の人がいますが，自分は一人だけです。自分自身を大切にしてください。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，ともに笑い，時にはとも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，失敗を恐れずに，何事にも全力で取り組んでいきたい。勉強面では早く

中学校のペ－スに慣れ，意欲的に学習にのぞみ，たくさんのことを学んでいきたい。部活動では先生方や先輩方にさまざまなことを

教えていただきながら，ベストを尽くし，仲間と心をひとつにすることで，自分自身を高められるよう，また，良い思い出を残せる

よう，頑張りたい。この３年間は人と人との関りが多く，深くなる時だと思う。新しい出会いを大切にし，自分の世界を広げていき

たい。校訓である「誠実」の言葉を胸に，目標に向かって全力で努力していきたい。 

 

誓いの言葉 武藤 くららさん 

校訓を盛り込んでくれました。 

新入生呼名 しっかりした返事

で，やる気が伝わってきました。 

式辞 目を輝かせて話を聞いて

くれました。 

３年生による校歌２部合唱 思いが

伝わる素晴らしい演奏でした。 



◇令和４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） 雨宮　博之 国語 ＊＊＊

3 教　頭 佐藤　雄二 社会 ＊＊＊

4 教務主任 河西　正和 数学 卓球

5 生徒指導主事 二宮　紀子 美術 美術

6 １年主任 長谷川洋子 国語 バスケット

7 副主任・不登校担当 北村　朋子 英語 吹奏楽

8 １－１ 武井　知子 理科 バレー（男）

9 １－２ 長沼　　大 社会 陸上

10 １－３ 清水　湧 数学 バスケット（男）

11 ８組担任 高橋　美和 数学 コンピュータ・青雲

12 ６組担任 東條　文哉 技術 陸上

13 研究主任 志村　勇太 数学 ソフトテニス(女）

14 1年所属 三森　璃子 保体 ソフトテニス（男）

15 ２年主任 佐野　亮祐 社会 野球

16 ２－１ 山田　庸介 保体 バスケット（女）

17 副主任・２－２ 深澤布由子 国語 青雲

18 ２－３ 志村　結女 英語 卓球

19 ２－４ 赤池　夏実 音楽 合唱

20 ２－５ 高次　晃広 理科 ソフトテニス(男）

21 ７組担任 太田　宏平 数学 ソフトテニス（女）

22 ２年所属（日本語指導） 小池　勝也 英語 陸上

23 ２年所属 小林　史奈 国語 卓球

24 ２年所属 塚田　博紀 数学 ＊＊＊

25 ３年主任 上野　裕城 保体 サッカー

26 副主任・３－１ 石黒　公二 理科 バスケット

27 ３－２ 土屋　政隆 社会 サッカー

28 ３－３ 千頭和　知恵子 国語 バレー（女）

29 ３－４ 和田　佳苗 家庭 家庭

30 ９組担任 特別支援教育コ－ディネ－タ－ 望月　りえ 英語 吹奏楽

31 ３年所属 青柳　瑞希 数学 バレー（女）

32 ３年所属 秋山　裕翔 数学 バレー（男）

33 ３年所属・ＡＬＴ リチャード　ドジャン ＊＊＊ ＊＊＊

34 養護教諭 国久　歩美 ＊＊＊ ＊＊＊

35 事務職員 伊藤　　浩 ＊＊＊ ＊＊＊

36 司　　書 中澤　幸枝 ＊＊＊ ＊＊＊

37 初任研拠点校指導員 坂本　一聡 美術 ＊＊＊

38 心の教室相談員 杉山　悦子 ＊＊＊ ＊＊＊

39 通訳 鶴岡マリコ ＊＊＊ ＊＊＊

40 支援員 中沢ひろみ ＊＊＊ ＊＊＊

41 ＳＣ 有野眞紀子 ＊＊＊ ＊＊＊

42 環境整備員 甘利　初美 ＊＊＊ ＊＊＊

43 環境整備員 酒井　美千代 ＊＊＊ ＊＊＊  

最近の様子から 

 

 

 

 

 

  

 

 

今年度の教育活動にあたって 

３月１７日（木）タブレット持ち帰り授業へのご協力ありがとうございました。本年度もしっかりした感染症

対策をとる中で，コロナ禍だけどできた，コロナ禍だからできた，と言えるよう教育活動を模索していきたいと

考えています。本校教育活動推進に向け，ご支援・ご協力をいただけますようお願いいたします。 

朝読書の様子 ８：２５には朝

読書が開始されます。落ち着い

た学校生活ができています。 

朝の健康チエックの様子 

本人・ご家族に風邪症状がある

時は登校を控えてください。 

１年生の様子 各学級で教室掲

示他，新しい学校生活の準備を

していました。 

２年生の家庭学習 今年度，全

校で授業の振り返りを家庭学習

につなげる取り組みをします。 

２年生の様子  班ごとに時間

割表の作成他，学級の仕事に取

り組んでいました。 

３年生の様子  春休み明け

のテストに真剣に取り組んで

いました。 

修学旅行事前学習 関西方面

の学習を進めています。実現に

向けて説明会も行いました。 

保護司・厚生保護女性会の皆様

と生徒会本部役員で毎月「あい

さつ運動」を推進しています。 

ただいています。地域の方から

ご支援をいただいていること

に心より感謝していま保護司

の皆様， 


