
  
                            平成３０年 ４月号 4月 13日発行 

                           調 布 市 立 第 三 中 学 校 

 校 長  大 瀬 義 一 

                    URL http:// www.chofu-schools.jp/chofu3 

                                     

「つよく 正しく 美しく」 
校長  大瀬  義一  

 

この４月から、調布市立第三中学校に校長として赴任しました。３月までは

東大和市で副校長をしていました。校長初年度ですがよろしくお願いします。 

９日入学式を迎えるにあたり、新入生に伝えたいことを考えていたときに体

育館に飾ってある校歌の歌詞をみて、是非新入生にこんな人になってもらいた

いという私の想いと合致したので式辞として、お話しさせていただきました。

以下式辞の抜粋を掲載します。  

 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。【略】   

 さて、みなさんは、小学校と中学校の違いは何だ思いますか？  

授業は教科ごとに、専門の先生に教わることや、部活動があること、標準服

を着て登校することなど、いろいろ思いつくと思いますが、一番大きな違いは、

「義務教育」最後の三年間だということです。  

小学校からは、全員が中学校に進学します。中学を卒業した後、皆さんは、

どうしますか？高校に行くのが当たり前と思っていませんか？  

入学式の日に、もう卒業後の話をするのは、なんとも気が早い、そう思うか

も知れませんが、それが中学校なのです。【略】  

中学校の三年間では、たくさんの事を学びます。九教科の学習をはじめ、ル

ールであったりマナーであったり。集団の中での好ましい態度や人とのコミュ

ニケーションの能力を身につけることなど、社会に出るための基礎を学びます。 

そのため、小学校の時に比べると、忙しい毎日を過ごすことになると思いま

す。そんな皆さんに向けて、私の願いを話したいと思います。  

第三中学校の校歌には「つよく  正しく  美しく」と言う歌詞が繰り返し歌

われています。この歌詞は、皆さんの中学校生活での指針となる、とても良い

言葉だと思います。  

「つよく」は、本校の教育目標の一つである、「心身を鍛え、たくましく生

きる人」ということをとても短く表しています。人は生きていく中で、つらい

こと悲しいこと、思ったように事が進まないことに幾度も出会うことになるで

しょう。そんなとき、あきらめないで、心を強く持って、目の前の壁を乗り越

えてより大きく成長して欲しいと思います。  

「正しく」は、人としてなすべき事をなし、自他ともにより良い結果を得る

方向で判断することです。自分の行動が正しいかどうかは、自分自身が一番よ

く分かるものです。誰が見ていなくても、自分自身に恥じることのない行動が

とれるようになってください。  

「美しく」は、もちろん外見だけのことを言っている訳ではありません。清

潔で礼儀正しいふるまい。他人を思いやり、人に優しく、自分に厳しく、嘘を

つかず、約束は必ず守る。そういう生き方そのものが人から美しく見えるもの

です。  

皆さんには、そんな、つよく正しく美しい人に成長していくことを期待して

います。【略】  

私たちは、ご家庭や地域にお住まいの皆様と学校が協力し合うことによって、

お子さまのより健全な成長を支えていくものと信じております。  

みなさまのご理解とご協力をお願い申し上げて、式辞といたします。  



    ○始業式の様子    
 

4 月 6 日、平成 30 年度第 1 学期始業式が

行われました。今年度、校長として大瀬義

一先生をお迎えしました。今年度初の校歌

斉唱、着任教職員の紹介・挨拶、転出教職

員の紹介、校長講話の後 2、3 年生 所属職

員発表等行いました。  

 

 

○入学式の様子

4月 9日、第 59回 入学式が行

われ 224名の新入生が入学し

ました。新入生呼名で一人一人

が「はい」と大きな声で返事を

する姿や、新入生代表の「決意

の言葉」に中学校生活に対する

期待と決意が感じられました。 

 
「誓いのことば」  

  

暖かな春の訪れとともに、私たちは第三中学校の入学式をむかえることができました。

今回は私たちのためにこのような立派な入学式を開いていただきありがとうござい

ます。  

先日、私は小学校の卒業式を終え、六年間の小学校生活も幕を閉じました。この六

年間の中で私は友達の存在がどれだけ重要なものか学ぶことができました。泣きたい

ときは思いきり泣いて、笑いたいときは思いきり笑える、そんな素敵な友達との出会

いもありました。そのような友達と別れるのはつらかったのですが、今日から始まる

第三中学校の生活の中でそれ以上の友達との出会いや、幼稚園のときのなつかしい友

達との再会があると考えると胸が高鳴ります。 

また、中学校に入ると英語が本格的に始まります。私は１才のころから５年生まで

英語を習っていました。その知識をどれだけ生かしていけるのか、期待と不安が入り

混じっています。英語の知識を中学校でたくさん勉強を積むことによってのばしてい

き、将来外国の方との交流ももてる人を目指していきます。期待に胸をおどらせてい

る一方で部活動に対する不安もあります。私は運動が苦手で尐しでも克服できるよう、

運動系の部活に入ろうと思っています。しかし、運動系の部活に入った後、周りの人

たちについていけるかとても不安です。そのときは先輩方にご指導いただけたらうれ

しいです。 

このように、不安もありますが、祖母、両親の母校でもあり、長い歴史のある第三



中学校の生徒としての生活が今日から始まります。この第三中学校の生徒になるから

には、部活動では先輩や先生のご指導をしっかり取り入れながら、取り組み、勉強で

は毎日こつこつと学習を積むなど、何事にも全力で挑戦していきたいです。そして、

責任感をもちお互いに助け合える中学生になりたいです。 

最後になりますが、校長先生、先生方、そして先輩方にはあたたかいご指導をよろ

しくおねがいします。私たち新入生は第三中学校の生徒としての誇りをもち、実りあ

る中学校生活を送りたいと思います。 

平成３０年４月９日 

新入生代表 木村 暖花 

 

 28日(土)は調布市防災教育の日です。 
１校時（８：５０～９：４０） 

 「総合」各教室で授業（公開授業） 

２校時（９：５０～１０：５０） 

公開講座「東日本大震災から考える ～命の尊さ～」 

講師 元東京消防庁ハイパーレスキュー隊統括隊長  

高山 幸夫 様 

第一体育館（公開授業） 

３校時（１１：００～）学活および避難訓練 

１１：２４ 地震発生(想定)  

１、２年１体へ避難 ※防災ヘルメット着用（職員も着用）３年、８組２体へ避難 

４校時（１１：３０～）保護者による引き渡し訓練開始 

  引き渡しカードを使用する ※１２：００になっても引き取れない場合は一斉下校 

５校時（１２：２０～１５：３０）避難所開設訓練 

選出された生徒と教員、保護者、地域の方による訓練 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

連絡です。今年度より緊急連絡網は廃止いたします。 
昨年度、緊急連絡網を使用しての連絡がつながりにくく、ほぼ機能していないという実態

がありました。一方で、安心安全メールの保護者登録率が 4/11 現在 9割を超えており、利便

性を鑑み今年度より学校からの連絡は安心安全メール、学校ＨＰに絞らせていただきます。

したがいまして、まだ登録されていないご家庭につきましては早めの登録をお願いいたしま

す。登録されないご家庭については個別に電話連絡をさせていただきます。 

なお昨年、台風や大雪等で時差登校をした際、HP、安心安全メールを見なかったご家庭が若干

おり、早い時間帯に登校した例がありましたが、学校で待機場所を設けるなどして対応を致しま

した。今年度もそのような対応を考えております。 

また、PTA 提出物の督促時等において、学校側が間に入り電話番号を教える場合がありますこ

ともご承知おきください。 

保護者の皆様にはご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

４月の主な予定 

06 日(金) 始業式 

09 日(月) 第 59回入学式 

11 日(水) 給食開始 

13 日(金) 専門委員会 

16 日(月) 全校朝礼 

     保護者会(3年) 

17 日(火) 全国学力学習状況調査(3年) 

     市学力調査(1年) 

     保護者会(2年) 

20 日(金) 内科検診(3年) 

     保護者会(8組) 

23 日(月) 生徒会朝礼 

     家庭訪問(8組)※26日(金)まで 

24 日(火) 保護者会(1年) 

26 日(木) 内科検診(2年) 

28 日(土) 調布市防災教育の日 

 

4月の予定 



30年度教職員紹介　～よろしくお願いいたします。～

学年・クラス等 氏　名 性 職名 教科 転入・主任等

経営 大瀬　義一 男 校長 経営 東大和市立第一中学校

経営 長田　克巳 男 副校長 経営

１－１ 清水　正人 男 主任教諭 技術 1学年主任

１－２ 当麻  紗弥子 女 教諭 数学

１－３ 藤原　崇愉 男 教諭 理科 世田谷区立梅丘中学校

１－４ 延本　秀樹 男 教諭 美術 府中市立府中第十中学校

１－５ 中島　奈菜 女 教諭 保健体育 八王子市立上柚木中学校

１－６ 田邉　侑希 男 教諭 理科

１－７ 沖本　蓉 女 教諭 英語 八王子市立宮上中学校

１-１・４副 鈴木真由香 女 教諭 国語

１-２副 齋藤　優希 女 教諭 数学 新規採用

１-３・５副 中山　裕之 男 主幹教諭 社会 生活指導主任

１-６・７副 大友　瑞紀 女 主任教諭 英語 研究主任

１－８ 川口絵里子 女 教諭 特別支援

２－１ 関口　陽介 男 主任教諭 英語

２－２ 米澤真由美 女 教諭 国語

２－３ 鈴木　祐 男 教諭 社会

２－４ 小坂　典子 女 教諭 家庭

２－５ 瀬沼　徹 男 主任教諭 社会

２－６ 迫　龍太 男 教諭 数学

２-１・５副 下川　昌子 女 教諭 音楽

２-２・４副 天花寺正巳 男 主幹教諭 保健体育 ２学年主任

２-３・６副 吉田　る実 女 主幹教諭 理科 教務主任

２年所属 中平　菜穂美 女 主任養護教諭 養護

２－８ 近藤　貴史 男 教諭 特別支援 町田市立小山田中学校

３－1 大木　晶弘 男 主任教諭 国語 ３学年主任

３－２ 上田　心 男 主任教諭 保健体育 足立区立第十四中学校

３－３ 樽見　玲 女 教諭 数学

３－４ 鈴木　努 男 教諭 社会

３－５ 島津　朋子 女 教諭 国語

３－６ 菅野多岐子 女 主任教諭 保健体育

３-１・６副 大塚　愛実 女 教諭 英語 町田市立金井中学校

３-２副 藤本伸一郎 男 主任教諭 数学 進路指導主任・経営支援部

３-３・５副 梅田　晶子 女 教諭 理科

３-４副 細谷　貴志 男 教諭 英語 世田谷区立富士中学校

３ー８ 三間　悠子 女 教諭 特別支援

１～３年８副　　　　 矢田　義教 男 主任教諭 特別支援 ８組主任

都スクールカウンセラー 森田　望 女 都事務 神鳥　弘 男　調布市立第六中学校

市スクールカウンセラー 服部　一希 男 市事務 高橋　浩子 女

スクールサポーター 出貝　フミイ 女 栄養士 松永　由里子 女　

８組介助員 谷口　よしの 女 図書館司書 秋常　由美子 女　調布市立国領小学校

８組介助員 伊丹　亜友 女 市技能主事 小保方　誠 男　

８組介助員 堤　研史郎 男 市技能主事 吉田　隆 男

調布市立八雲台小学校より

 


