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いまはまだ何者でもないあなたがいずれ何者かになるために 

校長 沖島 隆行 

◆田中校長先生の後任として、白岡市立篠津中学校から参りました沖島隆行と申します。よろし

くお願いします。 

◆みなさんは本日、進級・進学の日を迎えられました。おめでとうございます。お祝いとして１

つの言葉を贈らせていただきます。その言葉は明治時代の哲学者で教育者の森信三さんという

人が残した言葉です。私がみなさんに中学校生活で一番学んで欲しいと思っている内容です。 

◆その言葉は次のようなものです。「わたしは、みなさんに幸せの扉を開く黄金のカギを差し上

げたいと思います。そのカギは何かというとわれわれ人間にとって真に生きがいのある生き方

とは、自分に与えられたマイナス面をプラスに逆転させていくという生き方です」。 

◆みなさんは自分に得意なこと、あまり得意ではないことがそれぞれあることに気付いていま

す。中には何でも得意という羨
うらや

ましい人もいると思いますが、得意なことは、楽しく、自分を

輝かせます。どうぞこれからも継続して、輝きを増していってください。しかし、あまり得意

ではないことはどうでしょう。やらなきゃいけないような気がするんだけどやる気にならな

い、続かない、結果も出づらい。そして、自信をもってできるようになるには人一倍の努力が

必要で、苦労も多くめんどうです。でも、大変だからこそあなたには、同様に苦労している人

の痛みや気持ちが手を取るようにわかります。そして「私はその大変さに今もこんな工夫で挑

戦し続けています」と実感をともなって、困っている人々に伝え、意欲的な生き方へ導くこと

ができれば、あなたはすでにその分野のスペシャリストであり、パイオニアであり、リーダー

です。 

◆みなさんは今年度自分という手札を使っていろいろな役割に挑戦していきます。例えば３年生

は受検生、２年生は先輩、1年生は中学生という役割をそれぞれ新たに引き受けます。挑戦す

る過程で得意なことや天与の不満に直面し、けっして平坦
へ い た ん

ではない道のりを進むことになるの

かもしれません。しかし、この喜怒哀楽がともなった道のりこそが充実した人生への一歩目、

二歩目、三歩目です。将来、得意なこと、不得意なことどちらの分野でスペシャリストになる

のかはあなた次第ですが、いずれにせよ挑戦し続けることで必ずいずれかの分野で本物になれ

ます。いまはまだ何者でもないあなたがいずれ何者かになるために、ちょっぴり勇気を出して、

みんなで励まし合って「自分と周囲の人々が共に充実した人生が送れる生き方」を創造してい

きましょう。 

 これこそが広島中学校の学校教育目標「創造」が目指す具体的な姿の 1つだと考えています。 

◆私たち教職員はみなさんにこのような生き方が「創造」できるよう必要な時に必要な助言を行

っていきます。共に挑戦していきましょう。 

 

※４ 月９ 日発行のため、地域の皆様には後ほど配布されるかと存じますが、ご了承のほどよろしくお願い

いたします。 

 

※広島中学校ホームページにＰ Ｄ Ｆ ファイルで掲載しておりますので、画面上で拡大してご覧いただくこと

もできます 



新入生９９名 全校生徒３０９名でスタート  

４月９日（月）第３７回入学式が盛大に挙行されました。お忙しい中、杉戸町町長 古谷 松

雄 様、杉戸町教育委員会教育長職務代理者 橋本 正通 様、杉戸町議会議員 濵田 章一 

様、勝岡 敏至 様をはじめ多くの来賓の方々に参列していただき、９９名の新入生を迎える

ことができました。緊張した面持ちの新入生ですが、笑顔あふれる新しい出会いの１日となり

ました。 

□生徒数 

１学年 ９９名 ２学年 １１８名 ３学年 ９２名 合計 ３０９名 

 新たな先生方を迎え新年度スタート  

－平成３０年度 教職員紹介－ 
＜転出＞  

校長 田中 健寿 杉戸・杉戸中 

主幹教諭 関口 よし子 白岡・篠津中 教諭 吉川 真由美 杉戸・杉戸中  

教諭 岩澤 舞 加須・昭和中 教諭 岩崎 友希乃 加須・大利根中 

教諭 関口 啓二 杉戸・杉戸中 教諭 深津 昌代 県立蓮田特別支援学校  

教諭 小峯 千輝 杉戸・杉戸中＜退職＞教育指導補助員 大渡 祐也 

＜転入等＞ 

校長 沖島 隆行 白岡・篠津中 

主幹教諭 須賀 一永 杉戸町教育委員会 教諭 田中 聖子 杉戸・杉戸中  

教諭 佐々木 友之 宮代・須賀中 教諭 岡田 蔵 杉戸・東中 

教諭 大瀧 夏海 杉戸・杉戸中  教諭 岡村 なつみ 新採用  

教育支援員 川島 いずみ 

□校長・教頭 

校長 沖島 隆行 教頭 渡辺 伸介 

□教務部 

主幹教諭 須賀 一永 副教務主任 関口 美弘 

養護教諭 関永 京子 図書館 

支援員 

新井 恵子 

事務主査 稲野辺 真希 池谷 小百合 

さわやか相談員 青木 ひろみ 
校務員 

山田 裕正 

スクールカウンセラー 三瓶 泰代 杉浦 千春 

教育支援員 横井 久美 給食配膳員 福田 とも子 

教育支援員 川島 いずみ SLCA(ALT) レオナルド トレース 

□学年担当 

 
 
 

お知らせ ～２・３年生保護者会について～ 

 ４月１９日（木）の２・３年生保護者会にご出席できない方は、PTA の委任状の提出をお願いします。

１年生の保護者会は４月２５日(水)に行います。また、部活動保護者会を４月下旬～５月上旬に行いま

す。日程は別紙でご案内します。 

４月の予定 

 日 曜 行事 

６ 金 準備登校 

７ 土 
 

8 日 
 

9 月 始業式・入学式 

10 火 
身体測定 2 年 避難訓練 自転

車点検 

11 水 
学 校 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン    

給食開始 

12 木 
埼玉県学力・学習状況調査

仮入部開始 

13 金 身体測定 1，3 年 

14 土 
 

15 日 
 

16 月 時間割Ａ 

17 火 
全国学力・学習状況調

査 専門委員会 

18 水 4 時間授業 

19 木 
2，3 年授業参観保護者

会 本入部開始 

20 金 離任式 ふれあいデー 

21 土 
 

22 日 
 

23 月 生徒写真 

24 火 ＰＴＡ新旧役員会 

25 水 
1 年授業参観保護者会 

尿検査    

26 木 歯科健診 内科検診 

27 金 生徒会朝会（任命式） 

28 土 
 

29 日 昭和の日 

30 月 振替休日 

１学年 組 氏名 ２学年 組 氏名 ３学年 組 氏名 

主任  湯浅 幹雄 主任  目黒 勇治 主任  五十嵐 貴彦 

担任 1 安藤 隆 担任 1 溝井 雄大 担任 1 五十嵐 貴彦 

担任 2 金子 穂奈美 担任 2 佐々木 友之 担任 2 田中 聖子 

担任 3 卯木 紀子 担任 3 芝田 清二 担任 3 吉田 巧 

副担任  湯浅 幹雄 副担任  目黒 勇治 副担任  萩原 永子 

副担任  関口 美弘 副担任  大瀧 夏海 副担任  岡村 なつみ 

□特別支援学級    

5 組  木蜜 美生 ６組  岡田 蔵 副担任  増田 文英 


