
 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                  

2018 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、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。 

「対話」と「挑戦」 

                                     校長 吉岡 俊幸 

 （前略）さて、卒業生の皆さん、私から皆さんに送るメッセージが二つあります。 

元旦の日の、とある新聞広告が私の目に留まりました。「もっと対話を」というタイトルがついていまし

た。紹介します。 

『分断』と『壁』が、いつの間にか、時代の言葉になりました。『壁』の両側で人は『壁』を越えられ

ず、越えようともせず、閉塞し、ただ感情的にお互いを罵りあっています。 

その対立は、ときとして、暴力や紛争を引き起こします。不足しているのは、対話です。コミュニケ

ーションです。コミュニケーションは言葉です。いま、世界に圧倒的に足りないのは、言葉です。 

自分たちだけに通じる言葉ではなく、異なった国、異なった考え方、異なった価値観を持つ人びとと、

壁を越えて話し合うこと。それが対話です。一方的な命令や通達やつぶやきではなく、互いを尊重し、

理解し合おうと言葉を交わすこと。それが対話です。（後略） 

私も全く同感です。家族や友人関係でも、対話が基本です。ましてや見ず知らずの関係ともなれば、『壁』

を打ち破るコミュニケーションの積み重ねが求められます。また「相手の立場に立って考えよう」とする

意識や「互いに理解し合おう」とする努力も欠かせません。 

誰もが理解しているはずです。言葉には大きな力があることを。些細な一言が人を傷つけ、優しい思い

やりのこもった言葉かけが、人に元気や勇気を与えます。そして、理想を語るメッセージ性の強い言葉に

は、人の心を動かす不思議な力が秘められています。 

卒業生の皆さん、一つ提案です。若い内にぜひ海外を目指してください。流暢に外国語を操れなくても

いい、勇気を持って全身でオープンマインドの対話・コミュニケーションに、挑戦してみることです。き

っと世界観や人生観が大きく変わるはずです。 

 

そして、もう一つは、「挑戦あるのみ」ということです。 

この一年間折に触れ、私が口にしてきたメッセージ、それは 

Don’t worry about failure. Worry about the chances you miss when you don’t even try. 

「失敗を怖れちゃいけない。トライもしないで逃すチャンスこそ、怖れた方がいい。」 

私事で恐縮ですが、私が教壇に立っていた頃、milestone という教科通信を毎週発行していました。そ

の最終 697 号でDon’t Be Afraid To Fail「失敗を怖れるな」という英字新聞の広告を紹介しました。日付

は 2000 年の 3 月 23 日。私にとっての最後の授業で、それまで抱いていた想いやメッセージを生徒達へ届

けようと考えていたのでしょう。 

当時、新たな生徒との出会いには、学年にかかわらず John Lennon の“Imagine”から授業が始まりま

した。その一節がmilestone 最終号にも記されています。 

You may say I’m a dreamer. キミはボクが夢を見ている、と言うかもしれない 

But I’m not the only one. でも、僕は一人じゃない 

I hope someday you’ll join us. いつか、キミも僕らと一緒になって 

And the world will be as one. 世界はきっとひとつになるんだ 

このフレーズを引用し、次のようなコメントが記載されています。 

夢ばかりを追いかけていても、現実は厳しい。しかし、将来に対する夢や希望があるからこそ、今を生
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きる勇気が湧いてくるというもの。夢の実現に向けて、今何をなすべきなのか、そのことを考え行動して

いくことが大切だと思う。失敗、過ち、それは毎日目的をもって取り組んでいく過程において、ある意味

当然のこと。失敗を怖れちゃいけない。トライもしないで逃すチャンスこそ、怖れなくてはいけない。 

あの頃考えていたこと、夢へのチャレンジという想いは、今もって何ら変わるものではありません。皆

さん、失敗は許されます。目標をもって前のめりになって、ひたむきに取り組んでいるのであれば… 

そして「失敗は成功のもとではなく、成長のもと」なんです。 

 これから皆さんが生き抜いて行かなければならない時代は、15 世紀半ばから始まる大航海時代や 18 世

紀後半に始まった産業革命に匹敵する、いやそれ以上に大きな社会変革が「IT 革命や急激なグローバル化」

などによって、もたらされる時代なのかもしれません。実にワクワクする、そんな時代が訪れようとして

います。この新たな時代のキーワード、それが「対話と挑戦」なのだと私は考えます。そして、皆さんの

前途洋々たる船出を、心から祝福します。おめでとう！がんばれ！（後略） 

教職員の異動 

 

【転出】 【転入】 

主任教諭 永田 梨香 （府中市立第八中学校） 教諭 新妻佳奈恵 （世田谷区立砧南中学校）  保体 

主任教諭 斉藤亜矢子 （調布市立第四中学校） 教諭 橋本 彩子 （江東区立第三亀戸中学校） 国語 

教諭 金子 真弓 （三鷹市立第一中学校） 教諭 内田 章子 （杉並区立松渓中学校）   英語 

都カウンセラー 

市事務 

永盛 佳代 

井上 寿世 （調布市立八雲台小学校） 

都カウンセラー   五十畑昌子 （調布市立第八中学校） 

市事務    中倉 沢子 （調布市立神代中学校） 
 

【新規採用】  ＜ は しう ち 教 室 ＞  

教諭     栗田 智一    理科  教諭 大原 由香 （多摩市立和田中学校）   国語 

  教諭 坂本 佳苗 （世田谷区立駒沢中学校）  美術 

平成３０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 15 14 29  １組 16 17 33  １組 19 15 34 

２組 14 15 29  ２組 15 18 33  ２組 18 16 34 

３組 15 14 29  ３組 15 18 33  ３組 19 15 34 

４組 14 15 29           

５組 14 15 29           

計 72 73 145  計 46 53 99  計 56 46 102 

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 ●中村万寿生（保体） 1組担任 中田 彩乃（英語） 1組担任 ●川邉 耕太（英語） 

2組担任 中村 一平（社会） 2組担任 ○高橋 理子（数学） 2組担任 鈴木 奏子（美術） 

3組担任 内田 章子（英語） 3組担任 服部  隆（社会） 3組担任 宮嵜 美樹（国語） 

4組担任 栗田 智一（理科） 学年副担任 ●井田 弘久（技術） 学年副担任 ○松沼かす美（音楽） 

5組担任 大槻 紗智（理科） 学年副担任 本池 雅子（理科） 学年副担任 神田農夫也（数学） 

学年副担任 ○臼井 祐治（数学） 学年副担任 新妻佳奈恵（保体） 学年副担任 高城由貴子（養護） 

学年副担任 橋本 彩子（国語） 

 

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30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。 



(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 神田農夫也 主任教諭 

 
 

(3) はしうち教室（●主任） 

１年担任 坂本佳苗（美術） ２年担任 大原由香（国語） ３年担任 月村春雄（英語） 

教室主任 ●吉田由美子（数学） 非常勤教員 田中 茂（社会） 非常勤教員 馬渕正彦（保健体育） 

市嘱託 三井田多津子（養護） 特別支援コーディネーター 髙橋正美 

 
 

(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 中倉 沢子 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 学習支援員 伊藤 大介 

都スクールカウンセラー 五十畑 昌子 学習支援員 蓑 英里香 

市スクールカウンセラー 小峰 桂子 学習支援員 小出あきえ 

市スクールカウンセラー（  はしうち ） 竹部 裕香 ＡＥＴ Bruce  Buchanan 

  ＡＥＴ（はしうち） Angelie Agduma 

 

(5) 特別支援コーディネーター・不登校対策員 

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 

 

  

 

４月６日(金)、平成３０年度、1学期の始業式が行われました。 

温かい日差しと新緑の木々が眩しい春を迎え、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。新しいクラスの下、

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。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、期待を

胸に少し大人びた生徒達の顔には、これからの学校生活に対する高い意識が

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９日(月)、平成３０年度第４３回入学式が、調布市長の長友貴樹様をお迎えして行われました。今年の新

入生は、男子７２名、女子７３名、合計で１４５名です。本校では久々の5クラスということで、保護者の方々

の参列も多く、体育館が狭く感じました。どの生徒も緊張感をもち、式に臨んでいました。校長式辞、市長か

らの告辞の後、PTA会長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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１１日（水）不登校特例校分教室はしうち教室の「入学を祝う会」が行われました。 

今年度の新入生は３名。教員も４名に増えました。式には大和田教育長をはじ

め、教育委員会の皆様や小学校の校長先生方など多数の方に出席していただきま

した。大和田教育長には、新入生への励ましの言葉ことばをいただきました。在

校生からは迎える言葉と素敵な合唱「Believe」が披露されました。在校生歓迎

のことばを載せます。 

                           

  

入学式の風景 新入生代表あいさつ 在校生合唱 

第４３回入学式が行われました。 

 

 

 

今日から僕たちの調布七中での生活が始まります。僕たちは、大きな希望と不安な気持ちを持ちながら、今、

この場に立っています。中学校は、小学校とは違う勉強や授業、部活動があります。生活環境が変わり、苦労す

ることもあるかと思いますが頑張っていきたいです。 

小学校では、行事などを通して友だちの大切さ、協力する大切さを学びました。中学校でもそれを生かしてい

きたいです。小学校5・６年の担任の先生は、すごくポジティブな方で何事もプラス思考で取り組むことの大切

さを教えてもらいました。これから生活していく中で、挫折することがあっても、ポジティブに考えて取り組ん

でいきたいです。 

この中には、会ったことのない人もいますが、様々な行事などで絆を深めていきたいです。 

これからは家族や先生方、2・3年生の先輩、地域の方々など、多くの方に支えていただきながら頑張ってい

きます。どうぞよろしくお願いします。            新入生代表  

 

はしうち教室「入学を祝う会」が行われました。 

 

 

 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。はしうち教室は、とても楽しいところです。 

 私達２・３年生が初めて来た頃は、先輩しかいなかったり、同級生はいるけれど、仲良くなれるのかと、一人

一人が違った不安を抱えていました。ですが、毎日学級に行くたびに、皆が話しかけてくれたり、ゲームや遊び

に誘ってくれたりして、今では安心して通えるようになりました。授業は、先生方がわかりやすく工夫してくれ

ているので、楽しんで受ける事ができると思います。 

 みなさんも、最初は不安な気持ちでいっぱいだと思いますが、私達が少しでもみなさんの不安を取り除けたら

と思っています。皆さんも遠慮せずに話しかけて下さい。中学校生活をぜひ一緒に充実した楽しいものにしてい

きましょう。 


