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豊渓中学校防災標語『備えよう 明日かもしれぬ 災害に』
新学期が始まって、一ヶ月が経ちます。 4 月の出来事をまとめました。
5 月 1 日は、第 72 回開校記念日でした。

☆平成30年度入学式 式辞☆
今年の豊渓中学校の桜は、春休みに満開を迎え、私たち

の目や心を癒やしてくれました。今、芝桜やドウダンツツ

ジがきれいな花を咲かせています。明るい日差しの中、小

中一貫教育連携小学校の校長先生をはじめ、多くの御来賓

の皆様のご臨席を賜り、入学式を挙行できますことを、心

より感謝申し上げます。新入生の皆さん、入学おめでとう。

36 名の皆さんは、今日から本校の生徒となりました。
これからの３年間、中学校での勉強は、みなさん一人一人が、将来どう生きていくか

を見つけるための、とても大切な三年間になります。今、そのスタートラインに立った

わけです。ドキドキ、ワクワクしているのではないでしょうか。皆さんの抱いている新

たな夢や決意、その新鮮な気持ちを忘れず、持ち続けて欲しいと思います。私からは、

三つのお話をします。

一つめは、本校のスローガンです。『君が知らない先生がいても、君を知らない先生

はいない』という言葉です。これは、生徒一人一人を大切に育てようとする教職員の気

持ちが込められています。教科の勉強、生徒会活動、学校行事、部活動、地域行事への

ボランティア活動を通して、自分を磨いていって下さい。

二つ目は、教育目標です。本校では、あらゆる機会を通して、『健康で心豊か そし

てよく学ぶ人』を育てています。受け身ではなく、自ら積極的に学ぶという姿勢を持っ

て下さい。

三つめは、本校で築いて欲しい『絆』です。家族との絆、友達との絆、地域との絆で

す。私たちは、共に認め合い、助け合い、支え合うという心を身に付けなければなりま

せん。中学校では、多くの人たちとの出会いがあり、共に成長し合って行きます。いじ

めを許さず、友達が困っている時こそ、声を掛け、手を差し伸べ、支え合ってこそ、本

当の仲間であり、「友」と呼べるのです。様々な関わり合いの中から、たくさんの「絆」

を育んで下さい。そして、歌声が響き、心の通う挨拶と笑顔が行き交う夢の膨らむ豊渓

中学校にしていきましょう。

最後になりましたが、保護者の皆様にご挨拶を申し上げます。本日は、お子様のご入

学、誠におめでとうございます。今後３年間、ご期待に応えるべく、教職員一同全力で

指導に当たって参ります。お子様の成長には、家庭と学校と地域とが連携し、同一歩調

であることが大切になってきます。お気づきの点は、担任や学年の教員と連絡を密に取

っていただき、一緒に考え、方策を見つけ出して参りたいと思います。また、スクール

カウンセラーや心のふれあい相談員も配置されていますので、ご相談下さい。保護者の

皆様のご理解とご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

それでは、新入生の皆さんの三年間が充実した生活になることを祈念し式辞とします。

校長 日下石直美

【学校連絡メール登録のお願い】
緊急連絡用のメール登録をお願いしています。

台風・地震・インフルエンザ・感染症対応等の緊急連絡また、運動会開催、移動教室帰

着時連絡等に使用させて頂きます。ご協力の程、宜しくお願いします。
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☆来賓祝辞 ＰＴＡ会長 原田幸德様☆
新一年生の皆さん、入学おめでとうございます。保護者

の皆さん、本日は誠におめでとうございます。私は、本年

度ＰＴＡ会長の原田と申します。ＰＴＡを代表してご挨拶

申し上げます。

自分自身の中学生生活を思い出してみました。色々なで

きごとが思い出されました。同時にその時と場所を共有し

た友人の顔も思い出されました。親友と呼べる友人は何人

かいますが、そのほとんどは、中学生の時にできました。考えてみれば、彼等との出会

いも様々な偶然が重なったお陰でした。皆さんも、今日から始まる中学校生活での新た

な出会いを大切にして過ごして欲しいと思います。

先生方、地域の皆さん、豊渓中学校の生徒達が安全で実りある中学校生活を送ること

ができるように引き続きご指導下さい。保護者の皆さん、豊渓中学校に入学頂き感謝い

たします。 3 年間ＰＴＡや登録制のお仕事をお願いすることになります。宜しくお願い
します。最後に 1 年生にもう一言。心身とも大きく成長することを期待しています。

☆在校生代表 歓迎の言葉☆
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。本日、

めでたく入学を迎えられましたこと、私達在校生一同心か

らお祝い致します。六年間の小学校生活を終え、今日から

新しい生活の始まりです。新たな制服に身を包み、この豊

渓中学校の一員となった、今の気持ちはいかがですか。僕

も二年前の入学式では、皆さんと同じ席にいました。緊張

より期待が大きかったことを良く覚えています。

ここから、中学校生活についてお話ししたいと思います。まず、毎日の授業は、各教

科ごとに専門の先生が教えて下さいます。そして、新しく「英語」という教科が加わり、

全部で九教科を学びます。小学校と違い戸惑うこともあると思いますが、先生方は優し

く、おもしろく、分かりやすい授業をして下さるので、すぐに慣れるてくると思います。

もし、授業で分からないところがあっても、放課後に「Ｋ中ベーシック」という豊渓中

だけの特別な活動があります。「Ｋ中ベーシック」は、卒業生の方や先生方が、授業で

分からなかった場所や解けなかった問題を再び教えてもらう時間です。

そして、その日々の勉強の成果を試されるのが「定期考査」です。年四回定期的に行

われるテストのことです。他にも漢検、英検、数検などの検定試験も年三回実施されて

います。

行事では、「運動会」「文化発表会」「校内作品展」という大きな行事が三つあり、実

行委員会を中心に生徒達で作り上げていきます。放課後の部活動は楽しいです。ひたす

ら楽しいです。運動部は、一つの勝利に向けて仲間と共に汗を流し、文化部は仲間と共

に一つの作品を作り上げます。ちなみに、僕は吹奏楽部ですが、日々の厳しい練習の中

でも、喜びと楽しさを感じています。

豊渓中は、人数が少ないため誰でも活躍できるチャンスがあります。そして、先輩と

後輩の仲が良く、距離感が近く団結力があります。新しい生活が始まり、戸惑うことも

あると思いますが、一人で抱え込まないで下さい。先生方、後ろに座っている僕ら上級

生がついています。充実した学校生活が送れるように一緒に頑張りましょう。これをも

ちまして、新入生歓迎の言葉と致します。

在校生代表 小川 太一

【写真や個人名、作文、作品等の掲載について】
学校便りやホームページに 、学校生活 、各種検定合格者 、作品展出品者 、入賞者など生徒

たちの努力や成果を掲載します 。写真や個人名掲載の可否についてお伺いを させていただき

ました。ご協力感謝申し上げます。今後、不都合等ございましたら遠慮無く連絡下さい。
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☆新入生誓いの言葉☆
今日、私達新入生は、それぞれの思いを胸に、豊渓中学

校に入学します。新しい標準服を身に付け、晴れ晴れとし

た気持ちで「中学生になったんだ」という思いを心に刻み、

豊渓中学校の門をくぐりました。

私達がこの日を迎えられたのも、小学校の先生方や地域

の方々、そしてここまで育て見守ってくれた家族の支えが

あったからだと感謝しています。

私が中学校に入ってまずやってみたいことは、新しく出会う同級生・二年生・三年生

の先輩方と色々なことについて話をし、早くこの中学校の一員として頑張れるようにな

りたいです。私が六年生の時、旭町小学校は開校 60 周年でした。私は 60 周年記念式典
に在校生代表として出席しました。式典当日までには色々なことが有り大変でしたが、

小学校の先生方や五年生・六年生のみんなと協力することで生まれた団結力で、困難を

乗り越えることが出来ました。このような小学校での経験を生かし、みんなと協力して

色々な行事に取り組み、成功させたいと思います。

また、勉強も難しくなると思うので予習復習を忘れずにしっかり行いたいと思います。

できれば、部活動に入って先生や先輩方に色々教えてもらい、練習に励み勉強と両立さ

せて頑張りたいと思います。

中学校では、様々な出来事が待っていると思いますが、何事にも一生懸命に取り組み、

みんなと協力し、素晴らしい中学校生活を送りたいと思います。

ご来賓の皆様、私達の入学式にご出席いただきましてありがとうございました。二年

生・三年生の皆さん、勉強や部活動などで色々なことを教えて下さい。先生方、三年間

ご指導お願いいたします。これをもって、平成三十年度新入生誓いの言葉と致します。。

新入生代表 大﨑 橙子

【4月の出来事】
《ガイダンス》

（生活指導） 鈴木先生

（保健・食育）矢島先生

（評価・評定）相田先生

それぞれの説明を行いました。

《新入生歓迎会》

生徒会紹介 部活紹介の一コマ

《海外派遣学校代表候補》

石橋愛果 《テレ玉親子ふれあいマラソン》

藤井大和 ３㎞ 6 位 前田 珠希

《ダイコン袋栽培収穫量優秀表彰》

研修頑張っ 会長賞 早瀨 泰翔

て下さい。 優秀賞 荒木 心香

学習部門教育図書賞 井上 綾乃

《平成 30 年度ジュニアリーダー中級養成講習会参加者》中澤 裕



- 4 -

平成30年度 離任式 H30.4.27(金 )

近江先生、仲山先生がお越し下さいました。また、メッセージを紹介させて頂きます。

【副校長 代市利光先生】

皆さんとは、ホームページ作成でよく協力してもらいました。今は、そのＨＰで活動を

見守っています。これからも、皆さんの活躍を楽しみにしています。

【英語 有馬隼人先生】

皆さん、お久しぶりです。お元気ですか。本日は離任式に参加できず、申し訳ございま

せん。甚だ恐縮ですが、お手紙を送信させて頂きます。今私は、江戸川区立南葛西中学校

に勤務しています。学校の近くを流れる江戸川を挟んで対岸はディズニーリゾートです。

いつも教室の窓越しにディズニーランドホテルを間近に見ながら授業をしています。夜に

なると、職員室からディズニーランドの花火を見ることができます。4 月に異動してから、
いつも豊渓中でのことを思い出しています。皆さんと素敵な 3 年間を過ごすことができま
した。授業、学校行事、テニス部、生徒会活動、また、 3 年生が 1 年生の時の臨海学校な
ど、思い返せば本当に素晴らしい毎日でした。中でも一番の思いでは、やはり英語の授業

です。笑いを交えながら楽しく授業をしたことは、最高の思い出となっています。豊渓中

は、人数が小規模ですが、生徒同士の絆が深まる素晴らしい学校です。学校生活、係・委

員会活動、学校行事などをとおして、仲間との友情を深め、多くの友人を作って下さい。

中学校で得られた友人は生涯の友となります。豊渓中で最高の 3 年間を仲間と過ごし、立
派な大人へなって下さい。 3 年間、本当にありがとうございました。
【事務主任 遠藤利昭さん】

事務の仕事をしていた遠藤です。事務職員なので皆さんと関わり合うことが少なかった

かも知れませんが、学校生活がより良いものになるように裏方として頑張った来きました。

6 年間という長い時間、たいへんお世話になりました。私は、新しい職場で、今までやっ
たことのない事務仕事を毎日勉強しながら取り組んでいます。皆さんも中学校生活で勉強

しながらたくさんのことを学び、いろんな経験をしていくと思いますが、何事にもチャレ

ンジして頑張って下さい。

【事務補助員 原口直子さん】

豊渓中で色々なことに挑戦し一日一日を大切に充実した毎日を楽しく過ごして下さい。

【学力向上支援講師 前田喜久子先生】

今回は出席できず申し訳ありません。 2 年間お世話になりました。決して長い時間では
ありませんでしたが、共に過ごした時間は私にとってとても貴重なものとなりました。少

人数クラスだったので、皆さんとの距離は日を重ねるごとに近くなり、授業前後のコミュ

ニケーションは、とても楽しかったです。 2020 年のオリンピックを前に、日本では英語へ
の興味関心が高まっています。そんな中、便利な翻訳アプリや高機能の電子辞書が簡単に

手に入り「英語が話せなくても何とかなる？！」ような意識の人も少なくありません。そ

れでもやはり活きたコミュニケーションに勝るものはありません！皆さんには、英語をコ

ミュニケーションツールにして自己発信ができる人になってもらいたいと思っています。

またいつの日か、大きく成長した皆さんにお会いできる日が来ることを願っています。

【心のふれあい相談員 大久保美和さん】

豊渓中学校では、 5 年間お世話になりました。生徒一人ひとりが優しく、穏やか、行事
の時は一致団結して取り組む、そんな生徒の皆さんにパワーをもらい、過ごさせて頂きま

した。これからは、離れたところから皆さんを応援していきたいと思います。また、地域

や保護者の皆様、豊渓中の先生方には、相談室の活動にご理解ご協力をいただきましたこ

と、大変感謝しております。本当にありがとうございました。
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平成30年5月(決定版） / 6月予定
日 月 火 水 木 金 土

5/1 2 3 4 5
第 72 回 ⑤⑥生徒総会 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

開校記念日 区中研総会

Ｋ中Ｂ

6 7 8（Ｔ） 9(Ｍ) 10 11（Ｔ） 12
朝礼（生徒会） 区中研一斉部会 眼科検診

⑥教育課程説明会・ 午前授業 Ｐ Ｔ Ａ 定 期 総 会

部活動保護者会 ・運営委員会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

13 14(Ｍ) 15（Ｔ） 16(Ｍ) 17 18（Ｔ） 19
内科検診予備日 耳鼻科検診

職員会議

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

20 21 22（Ｔ） 23 24 25（Ｔ） 26
避難訓練Ⅱ ①全体練習 中央委員会

専門委員会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

27 28 29（Ｔ） 30 31 6/1（Ｔ） 2
③④全体練習 ①～④予行 安全指導 予行予備日 ⑤⑥結団式 第 72 回
予行準備 運動会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ英検Ⅰ

3 4 5(Ｔ) 6 7 8(Ｔ) 9
振替休業日 運動会予備日 区学力調査 定期考査 1 週間前 土曜授業Ⅰ

朝礼 専門委・中央委 避難訓練Ⅲ

3 年②③進路学

習会

1 年臨海保護

者説明会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ 学校評議員会

10 11 12（Ｔ） 13(Ｍ) 14 15（Ｔ） 16
⑥質問教室 職員会議 定期考査 定期考査

校内研修

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

17 18 19（Ｔ） 20(Ｍ) 21 22（Ｔ） 23
定期考査 水泳指導開始 区中研優先日 校区別協議会

午前授業 (⑤研究授業)

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

24 25(Ｍ) 26（Ｔ） 27(Ｍ) 28 29（Ｔ） 30
1 年遠足 安全指導Ⅲ 2 年校外学習 3 年⑥進路学習会

給食試食会

中Ｐ連情報交換会

Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ Ｋ中Ｂ

※（Ｍ）は前田スクールカウンセラー・（Ｔ）は高辻相談員の勤務予定日です。


