
令和４年度の東中学校は、４８４名の仲間と、先生方をはじめとする4６名の教
職員で204日間の学校生活をスタートします。
今年度の東中学校の目標は、「夢の実現に向け、しなやかに挑戦する生徒」です。

「しなやか」とは、外から強い力がかかっても折れずに曲がり、元の形に戻る様
子を表す言葉です。(中略）
昨年度は、オリンピック・イヤーとなり、東京・北京を会場に、世界中のアス

リートが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。その中には皆さんと同
じ中学生が選手として多く出場していたことは記憶に新しいと思います。
その中の一人、スケートボードで金メダルを取った西谷椛さんは、大会前のイ

ンタビューの中で、「試合中に緊張しませんか？」と聞かれたとき「緊張するけれ
ど、まわりの人が笑ってくれて、励ましてくれます。」と答えていました。また、
オリンピックの試合後のインタビューの中で、最後の一本をに臨もうとしたとき
の気持ちを聞かれたとき、「やっぱ、他の人も応援してくれているから、最後まで
諦めずにやろうと変わってきました。」と答えています。試合前の不安、試合中の
失敗を、「しなやか」に受け止め、次にのぞみ獲得した金メダル。その背景には「応
援してくれる人・仲間」の存在があったことがよくわかるインタビューでした。
大きなプレッシャーや、恐怖心、不安、失敗などに対して、「しなやかに」のぞ

むためには、自分だけではなく、周りにいる「仲間」の力も大切になってきます。
今年1年皆さんも、48３名の仲間と共に、「夢」に向かって「しなやかに」挑戦す
る年にしてください。

「春風や 闘志いだきて 丘に立つ」
俳句の世界を離れていた「高浜虚子」が、再び俳句の世界に戻り新しい生活を

スタートさせる際に決意を込めて詠んだ句です。令和４年度のスタートにあたり
この句を皆さんに贈ります。

令和4年度函南町立東中学校 学校だより

令和４年度のスタートにあたり
校 長 樋口 正則

始業式に次のような話をしました。

保護者・地域の皆様
令和４年度を無事スタートさせることができました。
変化の激しい社会情勢や、子ども達が生活する環境の中で、よりよい自分を見つけ実

現させるためには、柔軟に対応する力＝心の「しなやかさ」が大切であると考えています。
今年一年を通して、子ども達に「しなやかな心」を育てるために、保護者・地域の皆様方
の力をお借りしながら教育活動を進めていきたいと思います。皆様方におかれましても、
東中応援団としてよろしくお願いいたします。
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新たな１年がスタートしました。文科省が定めている教育カリキュラムの基準「学習指導要領」に
は、次のようなことが示されています。
学校教育には、子供たちが
・様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していくこと や、
・様々な情報を見極め、知識の概念的な理解を実現し情報を再構築するなどして新たな価値
につなげていくこと、
・複雑な状況変化の中で目的を再構築することができるようにすること が求められている。
このような力を身につけ、これからの時代を生きていく生徒たちに、東中学校では、今年度の学校

教育目標を「夢の実現に向け しなやかに挑戦する生徒 」としました。
この教育目標を達成するための生徒、教師の姿として、

を掲げ、全職員で、この実現に向けて取り組んで参ります。
保護者の皆様や地域の皆様にも、学校の教育活動の面で様々なご理解やご協力をお願いする

ことと思いますが、１年間よろしくお願いいたします。

新しいメンバーを迎えて

11人の新しいメンバーを加え、４月７日より１学期がスタートしました。 紹介いたします。

主任 鈴木 和彦 主任 田中 直子 主任 小林 俊弘 校長 樋口 正則

1 市川 春奈 1 佐野 秀樹 1 新井 孝将 教頭 三田 和弘

1 2 宮尾 剛人 2 2 杉山 大介 3 2 富永 圭太 養護教諭 土屋 智美

3 鈴木 貴晴 3 小島亜寿美 3 木下 春菜 事務主査 望月 茜

年 4 大木 一生 年 4 淀川 裕樹 年 4 勝見 誠斗 栄養教諭 三野 美咲

5 牧原 里佳 5 松下絵理香 5 髙橋 拓巳 初任研指導 庄司 佳乃

部 7 井澤 拓巳 部 担外 脇園 篤 部 6 野方 正弘 事務主事 石川奈緒美

担外 勝呂 英一 担外 堀 隆信 担外 土屋由紀子 用務員 川口 文子

担外 石井志都子 通級 相原 由季 担外 井村 和仁 図書司書 向笠 永子

介助員 平松 茂 介助員 鈴木 真弓 支援員 矢島 智子 ＳＳＳ 伊藤 仁美

日本語指導 牧野ふみ子 ＳＣ 稲葉みゆき ＳＳＷ 工藤 孝子 ＡＬＴ JossalynNelson

チームワークバッチリでスクラムを組んでいきます。

新たに１５８名の新入生を迎えました。式典中はたいへん落
ち着いた立ち居振る舞いと、呼名に応える元気のよい返事
が、今後の東中生の活躍を期待させるものでした。
代表として『教科書授与』を務めた中村優良さんと『誓い

の言葉』を述べた鈴木りこさんも堂々としており、立派でした。
全校484人で、“夢の実現に向けしなやかに挑戦する”新

たな開始となりました。

・失敗を恐れず何事にもチャレンジ
・何でも相談し合える仲間・教師集団
・やって良かったと思える活動（自己肯定感）
・感謝・感動を分かち合える素直な心
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※３年生修学旅行は中止、２年生職場体験は延期としました。

○１年生部活動本入部 … 5/６(木)
○３年生修学旅行代替行事 … 5/11(火)
○１年生福祉体験学習 … 5/12(水)
○１学期中間テスト … 5/21(金)（３日前から部活停止）
○３年生全国学力・学習状況調査 … 5/27(木)
※5/12は弁当の日となります。




