
 

 

 

 

 

 

 

2017年度の学校だよりも例年のように、卒業証書授与式の式辞からスタートさせていただきます。当日は保護者、

在校生、教職員、地域の方々に感謝の心と感動の輪を届けることができたはずです。 

優しさに包まれ、共に歩んだ 3年間 

                                    校長 吉岡 俊幸 

（前略）卒業生の皆さん、皆さんとは共に歩むことのできた3年間でした。 

まだあどけなさの残る新入生当時、「泣いて笑って喧嘩して、仲直り」そんな毎日を繰り返していたような記憶が

あります。最初の校外学習、昭和記念公園に向かう電車の中で小競り合いが起きたり、遊びの延長で力加減を知ら

ず「窓ガラスを割っていた」というようなことが何度かありました。その度に神妙な顔をして、よく注意を受けて

いました。今思えば懐かしい思い出の一コマです。 

 秋の深まりを感じさせる頃には、すっかり七中の水にも馴染み、今と変わらぬ人懐こさや屈託のない明るさを 

徐々に感じ始めていました。そして、寝食を共にした2月のスキー移動教室では、日に日にスキーの腕前も上達 

し、最終日には頂上付近からさっそうと滑って降りていました。他にも3日間の中で、私の目に焼き付いている 

光景がいくかあります。 

例えば、足のケガでスキーができなくなった生徒を気遣い、そり遊びでU先生が根気強くかかわっていた場面。 

もはや七中の伝統といえるお楽しみ会では、H 先生がアイドルグループとプロレスをこよなく愛していることを、

私の前でカミングアウトし熱演した瞬間。K 先生の粋な計らいで、K 先生だけでなく私までがインストラクターの

デモンストレーションに加わることになったことなど。実に盛りだくさんで、中身の濃い2泊3日を過ごすことが

できました。 

そして2年生に進級してから、君達が一回り大きく成長する契機となったのは、職場体験ではないでしょうか。 

「仕事をする。お金を稼ぎ家族を養う」ということは、社会に出て家族を持てば当たり前のことです。しかし、「決

して容易なことではない」ということを肌で実感したことでしょう。 

挨拶や笑顔の大切さに加え、誠実に取り組み責任を果たすことで、人から認められ信頼を得るということを学 

んだはずです。学年の先生達は、君達がお世話になった多くの職場の方から、お褒めの言葉をいただき、そのこと

を我が事のように喜んでいたことを記憶しています。 

月日は流れ3回目の春を迎え、4月離任式の鮮明な記憶。2年間お世話になった I先生に対する思いのこもった 

メッセージは、私の心にも届きました。たとえ卒業まで、かかわれなくとも、君達のみならず I 先生にとっても、

心の記憶・成長への一里塚になったに違いありません。 

  そして、9ヶ年に及ぶ義務教育課程の最終年度が幕を開け、振り返ってみれば、「仲間を信じ共に一つの目標に突

き進んだ七中二大行事・体育祭と合唱コンクール」、「食育をテーマに人の温かさやおもてなしの心を学ぶことがで

きた修学旅行」、「苦しみながらも自分と真剣に向き合った進路選択から決定に至る過程」など、いくつもの山場や

試練を乗り越え、今君達は新たなスタートラインに立ち、大人への階段を更に一段登ろうとしています。 

一方、君達を待ち受けている次なるステージは、これまでのような「ゆりかご」的なもの、ではないのかもし 

れません。今日、社会は複雑で加速度的な変化を遂げ、大人達は社会や時代の変化に翻弄され対応に苦慮していま

す。しかし、スマホ世代の君達は溢れる情報の中で、つまずき・もがきながらも、着実に成長を遂げています。い

つの時代も、新たな時代を築いていくのは若者達・若い世代です。 

私は、君達には本来「伸びよう・成長しようとする力」、そして「時代や環境の変化を主体的に受け止め、適応 

しようとする力」が備わっていると、信じています。 

卒業生の皆さん、3年間折に触れ、私が送り続けてきたメッセージ、記憶の片隅に残っているでしょうか？  

萌 木 ４ 月 号  
調布市立第七中学校 

校 長 吉 岡 俊 幸 

平成29年4月10日発行 



七中最後の私からのメッセージは、木々が大地に根を張り、幹を太らせ、枝葉を茂らせるように、「君達一人ひとり

が、新しい時代を、自らの手で切り拓き、自己実現に向かって、逞しく成長していく、その覚悟をもつ」というこ

とです。 

そして、これからも七中生としての誇りをもち、自尊・立志・感動に込められた想いを胸に、我が道を着実に 

突き進んで行くことです。（後略） 

教職員の異動 

 

【退職】 【転入】 

主任教諭 上野えり子 主任教諭 井田 弘久 （多摩市立鶴牧中学校）  技術 

教諭 服部 圭助 主任教諭 高橋 理子 （大田区立志茂田中学校） 数学 

【転出】  教諭 鈴木 奏子 （中央区立晴海中学校）  美術 

主幹教諭 小林 正人 （稲城市立第六中学校） 教諭 本池 雅子 （目黒区立第十中学校）  理科 

教諭 上杉 裕海 （昭島市立清泉中学校） 教諭 神田農夫也 （町田市立武蔵岡中学校） 数学 

教諭 波多野尚芳 （八王子市立南大沢中学校） 市嘱司書 森 ますみ （調布市立第五中学校） 

市嘱司書 菊地 順子 （調布市立第四中学校）   

平成2９年度 学級別生徒数一覧 

第１学年  第２学年  第３学年 

 男子 女子 計   男子 女子 計   男子 女子 計 

１組 16 17 33  １組 18 15 33  １組 18 17 35 

２組 15 18 33  ２組 18 15 33  ２組 19 17 36 

３組 15 17 32  ３組 18 16 34  ３組 19 17 36 

          ４組 19 17 36 

計 46 52 98  計 54 46 100  計 75 68 143 

教職員組織 

 

校長 吉岡 俊幸   副校長 藤江 理 

 

(1) 学年所属・担任（●学年主任，○副学年主任） 

第1学年 第2学年 第3学年 

1組担任 ●金子 真弓（保体） 1組担任 宮嵜 美樹（国語） 1組担任 ○斉藤亜矢子（英語） 

2組担任 服部  隆（社会） 2組担任 鈴木 奏子（美術） 2組担任 中村 一平（社会） 

3組担任 中田 彩乃（英語） 3組担任 ●川邉 耕太（英語） 3組担任 大槻 紗智（理科） 

学年副担任 井田 弘久（技術） 学年副担任 ○臼井 祐治（数学） 4組担任 ●中村万寿生（保体） 

学年副担任 ○高橋 理子（数学） 学年副担任 松沼かす美（音楽） 2組副担任 永田 梨香（国語） 

学年副担任 本池 雅子（理科） 学年副担任 高城由貴子（養護） 3組副担任 神田農夫也（数学） 

 

(2) 分掌主任 

教務主任 生活指導主任 進路指導主任 

臼井 祐治 主幹教諭 服部 隆 教諭 永田 梨香 主任教諭 

 
 

(3) 相談学級（●主任） 

●月村 春雄  主任教諭 吉田 由美子  教諭 

馬渕 正彦  非常勤教員 三井田 多津子 非常勤教員 

お世話になった先生方 ありがとうございました。 
新しく来られた先生方 よろしくお願いします。 

平成2９年度の学校運営組織です。 

1年間どうぞよろしくお願いします。 



 
 

(4) 事務・用務・栄養士・図書館司書・ＳＣ・ＳＳ 

事務主事 芹澤 秀行 スクールサポーター 兼 

地域支援 コーディネーター 

木村 真由美 

市嘱託事務 井上 寿世 地域支援 コーディネーター 齊藤百合子 

技能主任 石井 邦明 地域支援 コーディネーター 千葉 秀子 

市臨時用務 花村 圭一 学習支援員 上野 えり子 

市嘱託栄養士 江波 佳世子 学習支援員 寺澤 拓人 

市嘱託司書 森 ますみ 学習支援員 小田 友理恵 

図書ボランティア 村上 茂美 ＡＥＴ Bruce  Buchanan 

都スクールカウンセラー 永盛 佳代 

市スクールカウンセラー 小峰 桂子 

 

(5) 特別支援コーディネーター 

高城 由貴子 主任養護教諭 

 

(6) 相談窓口（いじめ・セクハラ） 

藤江 理 副校長 高城 由貴子 主任養護教諭 

 

(7) 不登校対策員 

高城 由貴子 主任養護教諭 

 

 

 

   

クラス発表の風景 始業式の風景 転任職員紹介 

  

 

４月６日(木)、平成2９年度、1学期の始業式が行われました。 

野川沿いの桜が満開の朝、学年が 1 つずつ上がった新２・３年生が登校しました。昇降口の前で、新クラス発表のプリント

を受け取り、クラスの名簿を見て、今年のクラスを確認しました。前のクラスメートと別れてしまって悲しむ生徒たちや新しく

クラスが同じになることで喜ぶ生徒と様々でした。新たな学年・クラスとなり、新しい環境の下、またさらに仲の良い友達をつ

くり、仲間を増やし、楽しく生活できる場をお互いにつくっていってほしいものです。 

その後、体育館で始業式が行われました。校長先生から生徒に対しての大きな期待が話されました。1年生がまだ入学してい

ないので、少し広く感じる体育館でしたが、生徒は一つずつ学年が上がり、学校をもり立てようとする意識が感じられました。 

その後、校長先生から、転入転出の先生方の紹介がありました。生徒会長からは先輩としての心構えをしっかりもとうという

話がありました。また、服部生活指導主任からは、学校生活についての話がありました。生徒は集中し、よく話を聞くことがで

きていました。 

始業式が行われました。 

 

 



 

 

 

 

４月７日(金)、平成２９年度第４２回入学式が、教育委員会教育委員の福山めぐみ様

をお迎えして行われました。今年の新入生は、男子４６名、女子５２名、合計で９８名

です。どの生徒もキラキラした瞳で、緊張感をもち、式に臨んでいました。校長式辞、

告辞の後、PTA 会長の千坂様からの祝辞と生徒会長より心温まる歓迎のことばがあり

ました。その後、新入生代表の力強いことばがありました。全文を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

入学式の風景 新入生代表あいさつ 在校生合唱 

 

  

 

 

 

 

「潤いのある環境づくり」の一環で作成された様々な風景 

 

 

 

 

 

 

 

芝桜の築山 

 

憩いのベンチ 

 

 

 

 

 

 

 

椎茸の栽培 

第４２回入学式が行われました。 

 

 

 

私は、今年から第七中学校の生徒として三年間この学校に通います。今、ドキドキとワクワク、そして緊張の三つ

の気持ちを持っています。中学校は、勉強も難しくなり、小学校ではなかった行事があると聞きました。私がこれか

ら中学校生活を送る中で、特に頑張りたいことが二つあります。 

一つ目は英語です。なぜなら、英語は世界の国の人たちと一つになるための鍵だと考えているからです。国によっ

て使われている言葉は違いますが、英語は世界の共通語となっています。なので、しっかりと勉強して将来、少しで

も多くの人たちと仲良くしたいです。 

二つ目は部活です。私は運動部に入ろうと考えています。どの部活でも「協力」は必要だと思います。同じ部活の

人たちと協力して目標に向かって頑張りたいです。これ以外のことにも全力を尽くして取り組みたいです。また、今

まで学んだことを活かして中学生活をよりよいものにしたいと思います。 

新入生代表  

 

部活動等の活動報告 

＜バドミントン部＞  第29回共栄杯争奪バドミントン大会 男子団体 3/20  第3位 

 



 

 

 

  

 


