
＜離任された先生方＞ ＜着任された先生方＞ 

＜入学式後の学級の様子＞ ＜対面式の様子＞ 

 

 

 

 

 

        

ご挨拶 

平成２８年度がスタートしました。新しく赴任された先生方を迎え、新たな気持ちで保護者や地域の方々に信頼され、生徒一人
一人にとってより良い富野中学校を目指し、職員一同、一丸となって取り組んでまいります。本校校長として、三年目を迎えまし
たが、本年度は、「チーム富野」を職員スローガンに掲げ、学年や教科指導を超えた協働する職員集団を基に、学校力向上に取組
んでまいります。本年度も、生徒が自分の夢や目標である将来の展望をもつために、進路選択を切り拓く学力の向上と自分や周り
の人がよりよく生きていくための心の成長を重点目標として取り組んでいきたいと考えています。特に、誰でもできる当たり前の
ことを徹底して行う「凡事徹底」を日頃の指導に生かしていきます。本年度１年間、保護者の方々や地域の協力を得ながら子ども
たちが生き生きと活動でき、一人一人の成長が実感できる富野中学校を目指して改善していきたいと考えていますので、今後とも
ご支援ご協力をお願いいたします。 

 

２年生の少人数授業についてご連絡とお願い 

  本年度の２年生においては、全教科少人数授業を実施することといたしました。昨年度１年生時は、３学級編成でしたが生徒
数の減少のため、２年生時では学級定数が２学級となりました。授業時数の増加等についての先生方の協力の下、落ち着いた学
習環境づくりによる生徒の学力の向上、進路保障を目的として、全教科でのＡＢＣ学級による少人数授業を実施することといた
しました。１組・２組で始業式を挙行後、Ａ・Ｂ・Ｃ学級の発表と１組・２組及びＡ・Ｂ・Ｃ学級の担任を発表いたしました。
授業や学校行事等は少人数学級での活動を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

離任式・着任式・始業式を終えて 

４月７日(木)にお世話になった１１名の先生方が離任され、
新たな６名の先生方を迎え始業式を行いました。お世話にな
った先生方に生徒会から花束を渡し、一言ずつ思いを述べら
れました。卒業まで見届けたかった等出られた先生方の思い
を引き継ぎ、新しい職員と一緒に、「チーム富野」の職員集団
でより良い富野中学校を目指していくことを生徒に伝えまし

た。また、２年生は全教科で少人数授業を実施することの説明を 行い、 気
持ち新たに取り組んでいこうと呼びかけました。  始業式では、 「凡 事
徹底」の文字を見せ、修了式で伝えた「当たり前のことを徹底して行う」ことの大切さを確認しました。また、式辞の中では①あ
いさつを元気にすること②授業を大切にすること③思いやりの心を育むことについてお願いしました。生徒たちは上級生としての
自覚が見られ、しっかりとした態度で式に臨みました。 

入学式・対面式を終えて 

 ４月１１日(月)、第６１回入学式を挙行しました。真新し
い標準服に身を包んだ新入生７９名が入学しました。校長式
辞の中では、中学校では小学校との大きな違いに、進路選択
があることに触れました。また、イソップ童話の「うさぎと
かめ」の話から、これからの中学校生活の過ごし方について
考えてもらいました。かめがうさぎに勝てた理由の一つとし
て、「うさぎが周囲ばかり気にしていたことに対して、かめは
ゴールだけを見据えていた」と考えることもできると述べ、周
りにとらわれずに、自らの夢や目標をしっかりと見据えて中学
校生活を過ごしてほしいことを述べました。ＰＴＡの杉田浩会長からは、中学校生活をスケッチブックの絵にたとえ、今日より様々
な色を重ね素晴らしい作品を完成させられるよう内容の濃い、本気の三年間を過ごしてほしい等の祝辞がありました。また、新入
生代表の和田菜樹さんの生徒宣誓では、新しい生活への不安の反面、期待と意気込みを感じました。校歌斉唱では、生徒会執行部
とバレー部、サッカー部の先輩方が校歌を紹介しました。 

 ４月１２日（火）の５・６校時に、１年生を迎える対面式を行いました。生徒会執行部のみなさんが企画運営を行い、先生方の
紹介やインタビュー、委員会活動や各部活動紹介を行いました。少し緊張気味な１年生も笑顔が溢れた、楽しい会となりました。 

 

平成２８年４月１８日 
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・岩崎幸人教頭先生→戸ノ上中学校へ ・平田淳先生→篠崎中学校へ     ・寺山太一先生→企救中学校へ    

・久光康介先生→思永中学校へ    ・髙濱武蔵先生→霧丘中学校へ    ・島田優子先生→永犬丸中学校へ 

・森本優子先生→霧丘中学校へ    ・諫山一秀先生→霧丘中学校へ    ・清水茜先生→退職   

・村山淑美さん→ＰＴＡ協議会へ   ・松田輝美  スクールカウンセラー  

 
 

・末包智幸教頭先生→教育委員会から  ・森友征和先生→緑丘中学校から   ・岡﨑勇樹先生→企救中学校から 

・幸田圭司先生→板櫃中学校から    ・長田紘明先生→守恒中学校から   ・平田楓さん（市費事務） 

・山口雄介 スクールカウンセラー 

 

学年主任 奥村由美子 先生 国語 

１組担任 幸田 圭司 先生 社会 

２組担任 中村 愛  先生 英語 

３組担任 岡﨑 勇樹 先生 音楽 

４組担任 長田 紘明 先生 保健体育 

副担任 森友 征和 先生 理科 

副担任 中山 怜士 先生 数学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                   

 

  

 

 

 

【４月行事予定（１８日以降）】 

  １９(火) 全国学力・学習調査（３年）読書週間 ～２５日(月)    ２６(火) 家庭訪問一日目 

  ２０(水) 内科検診（１年）                   ２７(水) 家庭訪問二日目 

  ２１(木) 尿検査１回目                     ２８(木) 家庭訪問三日目 尿検査２回目 

  ２２(金) 部活動発足会  携帯電話安全教室（１年) 

  ２３(土) 土曜授業 授業参観  修学旅行説明会（３年）ＰＴＡ総会 

校  長 山下 新三 先生 理科 

教  頭 末包 智幸 先生 保健体育 

教務主任 森友 征和 先生 理科 

生徒指導主事 出口 幸雄 先生 保健体育 

生徒支援加配 篠崎 琢郎 先生 国語 

進路指導主事 安武 早苗 先生 美術 

保健主事 中村 敦子 先生 養護教諭 

小中連携サポータ 中山 怜士 先生 数学 

学力向上講師 笹井理通子 先生 音楽 

県費事務 瀬戸 竜一 さん 
  

市費事務 平田  楓  さん 

ＰＴＡ事務 新井 節代 さん 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗ  ー 山口 雄介 先生 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗ  ー 池辺 さやか先生 

給食配膳員 山下 恵子 さん 

☆ 出口専任生徒指導主事 

篠崎生徒支援加配  

中村養護教諭    

学年主任 赤岩 恒治 先生 保健体育 

１組担任 中西 雄一  先生 社会 

２組担任 原 加奈恵 先生 英語 

Ａ組担任 中西 雄一  先生 社会 

Ｂ組担任 原 加奈恵 先生 英語 

Ｃ組担任 平野 正輝 先生 技術・家庭 

４組担任 長田 紘明 先生  保健体育 

 副担任 笹井理通子 先生 音楽 

学年主任 岸  寿  先生 国語 

１組担任 井上 慎平 先生 理科 

２組担任 天野しのぶ 先生 保健体育 

３組担任 藤井 淳平 先生 数学 

副担任 河原 勝彦 先生 技術・家庭 

副担任 安武 早苗 先生 美術 

 

転任された先生方です。大変お世話になりました。 

新しく赴任された先生方です。よろしくお願いします。 
 

☆ Ａ・Ｂ・Ｃ 学級は少人数学級です。 

富野中学校「チーム富野」通信では、学校で

の行事の様子や出来事、また、月の主要行事

予定（給食の有無）等について、毎月お知ら

せ致します。富野中学校ホームページにも掲

載しますので、ご覧になってください。 

＜３年生所属の先生方です＞ 

学年に所属せず 

全体のお世話をし

ます。 

家庭訪問期間中

も、給食はあり

ます。 

＜全体のお世話をする先生方＞ ＜１年生所属の先生方です＞ 

＜２年生所属の先生方です＞ 


