
 
 
 
 
＜教育目標＞ ◎ よく考える人  〇 思いやりのある人  〇 たくましい人 

 

＜令和３年度入学式 式辞＞ 

ご挨拶の前に、昨今の新型コロナウィルス感染症で 
影響を受けられた皆様方のご健康を心より祈念申し上 
げます。 
 さて、四月に入り、多くの樹木に、すでに鮮やかな 
緑が芽吹いてまいりました。本日、令和 3 年度 杉並 
区立向陽中学校 入学式を、保護者の皆様とともに、 
学校運営協議会並びに学校支援本部の皆様の御臨席を 
賜り、このように挙行できますことを、心より感謝申し 
上げます。 
 ９９名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんを心から歓迎いたします。ただい
ま、呼名のときに、皆さん一人一人のお顔を見ておりました。中学校入学の喜びと、「向陽中学校の
生徒としてがんばろう」とする決意を感じ、嬉しく思いました。 
 向陽中学校に入学した皆さんに、本校の教育目標にちなんだ大切なお話をします。本校には、「よ
く考える人 思いやりのある人 たくましい人」の３つの教育目標があります。 
「よく考える人」ということでは、学ぶ楽しさを味わってほしいと思います。 

中学校は教科担任制といって、９教科の先生が、その専門性を生かして授業を行います。数学、美
術、技術家庭科など新たな科目も登場します。進度は少し早くなるかもしれません。家庭学習での
復習や課題をやり遂げることは今まで以上に大切になります。一方で、専門的な内容から、知的好
奇心を刺激されることが増えることでしょう。「なぜそうなのか」、「だから、そうなんだ」などの学
びをぜひ楽しんでください。 
「思いやりのある人」ということでは、どうか皆さんがお互いを尊重し、理解し合って、思いや

りの気持ちで助け合い支え合い、共に学び、ご自身の能力を存分に発揮しながら成長していってほ
しいと思います。今日初めて会う人もいるでしょう。初めて会う人も今日からは大切な同級生です。 
「たくましい人」ということでは、体力は人間の活動の源です。免疫力を高めるため、十分な睡

眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけていきたいです。そして、保健体育の授業や部活
動などに積極的に取り組んでいきましょう。 
中学校の 3 年間における成長はいちじるしいものがあります。将来の夢や目標を大きくもって、

毎日こつこつと努力することが、やがては大きな財産となってご自身のものになるでしょう。一生
に一度しかない貴重な輝く中学生時代を大切に過ごしていきましょう。これから始まる向陽中学校
での３年間の学校生活を通して、皆さんの成長を、私たち職員は全力でサポートしていきます。 
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 保護者の皆様、あらためまして、おめでとうございます。本日から、向陽中学校の生徒として、
お子さまをお預かりいたします。思春期を迎える子どもたちにとって、中学校生活は、将来、しっ
かりとした社会人になるための準備期間でもあります。保護者の皆様と緊密な連携を保ちながら、
生徒一人一人を大切にし、今年度の目標である「自ら学び、成長する生徒の育成」をめざすことで、
「持続可能な社会を創る人を育てる学校」づくりを、生徒たちとともに進めてまいる所存です。御
協力のほどよろしくお願いいたします。 
 入学した皆さんの中学校でのご活躍と、ここにお集まりのすべての皆様の御健勝と御多幸をお祈
りいたしまして、式辞とさせていただきます。 
                 

令和 3年 4月 7日 杉並区立向陽中学校長 中谷 愛 

 

＜新入生の誓いの言葉＞ 

暖かな春の訪れとともに、私たち九十九名の生徒は今、無事に向陽中学校の入学式を迎えること
ができました。このような立派な入学式を開いていただいて誠にありがとうございます。 

 
今日から、向陽中学校の一員として、一人一人の中学校生活が始まります。中学校からは、科目

ごとに担当の先生が変わったり、向陽祭や職場体験などの行事も増えたり、授業時間も四十五分か
ら五十分に変わったりといろいろと環境が変わります。そのことに期待と不安で胸がいっぱいです。 

 
このような中学校生活で、心がけたいことがあります。 
一つ目は、学業に一生懸命に取り組んでいくことです。中学校では、科目が増えることもありま

すが、学習内容も当然難しくなります。そのため小学校の時のように、苦手な部分を残すようなこ
とをしていると授業についていけなくなります。だから、毎日自宅でも決まった時間は必ず学習し
ていこうと思います。そして、何よりも今後社会に出た時に役に立つことを本格的に学ぶ場所なの
で、勉強に真摯に向き合いたいと思います。 
二つ目は、他の人との協力することです。小学校の時は、他の人との協力が苦手で、自分一人で

作業を進めてぶつかったり、反対に自分が何をすればいいかわからず、何も作業に協力しなかった
りすることがありました。これをなおしていきたいです。そのためには、しっかり作業の内容や進
行状況を把握し、他の人に自分の希望をしっかりと伝えたり、何をすればいいか自分で考えて行動
するだけではなく、他の人の指示をしっかり聞いたりすることも大事だと思います。 
三つ目は、中学校生活を大切に過ごすことです。小学校は六年間ありましたが、中学校は三年間

と二分の一しかありません。そのため、一日一日を大事にして生活していきたいです。 
 
このようなことに気を付けながら充実した生活を送ることをちかいます。 
 

令和３年４月７日 新入生代表  



＜教職員紹介＞ 

校長：中谷 愛  副校長：石津 祐次                   ◎学年主任 
 第１学年 第２学年 第３学年 
国語 荒幡 智佳（B 組） 又吉 なな（B 組）  
社会 ◎井上 藍 

斎藤 生希 
 榎本 拓郎 

数学 守屋 彰文（教務） 多賀 祐介 津山 正義（C 組） 
理科   ◎片岡 祥子（C組） ◎間所 弘之（A 組） 

         （再任用） 
音楽    森本 陽子（進路） 
美術     
保健体育 﨑村 幸生（C 組） 

(生活） 
 呼野 美咲  

技術・家庭  丸山 大陽（A 組）   
英語 八代 初子（非） 高山 翔（A 組） 

八木澤 幸子（補） 
菅原 幸弘（研究） 
鈴木 美帆（B 組） 

養護 塩畑 伸恵（保健・特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 
学校支援教員 神谷 眞紀 
特別支援教室
専門員 

柿﨑 英子 

講師 松岡 吉雄（数学） 青木 剛彦（理科） 及川 弘太（保健体育）  
熊谷 友美（家庭） 菅原 道子（美術） 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 丹野 満佐子 
学校司書 山下 克美 
スクールサポートスタッフ 小山 順子 
事務 竹内 雄哉（主事） 千本木 みよ子（嘱託員） 山村 恵利子（嘱託員） 
栄養士 高山 由美子（臨時的任用） 平野 寛美（育休） 
用務 高橋工業（株）業務委託 

岡田 加代子 粕谷 一利 峰岸 和宏 
施設管理・警備 高橋工業（株）業務委託 

長谷 英勝 今市 寛 内田 祐二 森 弘 
調理 （株）藤江（業務委託） 

荻原 和美（主任） 渡邉 五月（副主任） 塩田 昂介  寺岡 美智子  
小笠 千鶴子  日食 三重子  広井 敦子  池田 和子  小林 敦子   

学校医 神馬 由宏（内科） 鈴木 輝彦（眼科） 宮崎 日出海（耳鼻科） 
中山 二博（歯科） 宇津 政利（薬剤師） 



＜人事異動＞ 

《転出・退職等》 
   主任教諭   竹田 泉    杉並区立松ノ木中学校（非常勤教員） 

主任教諭   高橋 藤枝   定年退職 
   栄養士    平野 寛美   育児休業休暇 
   調理     久保 光輝   退職 
 
《転入・新規採用・昇任等》 

   主幹養護教諭 塩畑 伸恵   昇任（養護） 
   主任教諭   片岡 祥子   昇任（理科） 

主任教諭   鈴木 美帆   昇任（英語） 
教諭     呼野 美咲   瑞穂町立瑞穂第二中学校より 

   教諭     斎藤 生希   新規採用（社会） 
   栄養士    高山 由美子  臨時的任用 江戸川区立第五葛西小学校より 

調理          渡邉 五月   株式会社 藤江 

 

 

 

 

 

 

 

本校は、万葉植物園があり、一年中様々な種
類の植物を鑑賞することができます。今は、
藤の木が、例年以上にたくさんの花を咲かせ
ています。 

＜卒業生からのメッセージ＞ 
 校内に掲示している令和２年度卒業生から 
後輩に向けたお手紙の一部を紹介いたします。 
 

後輩の皆さんへ・・・・今までありがとう
ございました。私が特に関わりが深かった
のは部活動です。部活のメンバーとは、家
族よりも一緒にいる時間が長かったと思い
ます。辛い練習も助け合いながら乗り越え
ることができました。私たち３年生につい
てきてくれてありがとうございました。こ
うして３年間を振り返ると仲間の存在は大
きく、大切なものだったと思います。私自
身、何度も仲間に助けられ、ここまで来る
ことができました。だから仲間は大切にし
てください。受験期は精神的にも辛いこと
が多くなると思いますがそんな時こそ仲間
を頼り、一緒に頑張ってください！！ 


