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中野だより

努力は裏切らない！
令和３年度がスタートした。コロナ収束の出口が見えず、予断を許さない状況だが、校

内の至る所で明るい笑いや元気な挨拶の声が響き渡ってる様子は、昨年度のスタート時と

は趣が違う。

今回は競泳の池江璃花子選手に関する話である。２年前、彼女が自身の病気を公表した

時にも中野だよりで取り上げ、「惜しまない努力で水泳界の数々の記録を塗り替えてきた

彼女なら、きっと病も克服するであろう。『池江選手、がんばれ！』 あの花のような笑

顔を見られる日を待ちたい」と綴った。

その池江選手が五輪代表決定の復活劇を演じた。想像もつかないような過酷な闘病生活

を送り、「思ってたより数十倍、数百倍、数千倍しんどい」と胸中を吐露したこともあっ

た。抗がん剤治療により、体重は一時１５キロ以上も落ちた。闘病後初のプール入水時、

カメラが捉えたやせ細った身体は痛々しい程だった。それでも持ち前の負けん気で前を向

き、「ただいま、という気持ちでレースに入場した。すごくつらくて、しんどくても、努

力は必ず報われる」。万感胸に迫る言葉は多くの人の心の琴線に触れた。

ところが「努力は必ず報われる」という言葉に関してある陸上選手が、「勝者＝報われる、

という考えだと大半の人の努力は報われていないことになる」と問題提起をした。すると

池江選手は「深く考えさせられます」「どんな人も努力をしている。たとえ達成できなくて

も、その努力は必ず誰かが見ていて、誰かが勇気をもらえるのでは」と応じた。これには

陸上選手も「その通りですね」と感嘆し、「みんなの努力が報われる社会をつくりたい！」

と返信した。

サッカーの本田圭佑選手は努力についてこう

述べている。

「成功にとらわれるな。成長にとらわれろ！」

確かに、努力しても結果が出ないことはたくさ

んある。でも努力している間は必ず成長してい

る。

だから努力は裏切らない！

【教育目標】 英知の風かおり 友愛の情ふかく 精励の志つねに
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ご入学おめでとうございます！

4 月 7 日に第 10 回入学式を行いました。117 名の新入生を迎え、中学校生活が始まりま

した。

当日は、新入生代表として、小牧凛華さんが立派に誓いの言葉を述べてくれました。

柔らかく暖かな春の風がふく今日、私たちは中野中学校の入学式をむかえることとなり

ました。本日はこのような立派な入学式を行っていただき、大変感謝しています。

私たちは、中学校入学という節目をむかえ、これから新しい場所への扉を開こうとして

います。新しい仲間、新しい先生、新しい教室。いままでとは異なる環境の中で、これか

ら三年間過ごしていきます。まだ不安も残っていますが、それ以上に、私たちの心の中は

中学校に向けての期待。そして楽しみであふれています。

小学校生活では、仲間と協力し合い、ときに高め合いながら思い出をつくってきました。

しかし去年は、新型コロナウイルスの影響で、毎年行っている行事を中止せざるを得ない

状況でした。その中でも先生方と、その年だからこそできる行事を行い、ピンチをチャン

スにしながら私たちは成長してきました。

そしてこれから、中学校での生活が始まります。小学校での六年間以上に学びを深め、

様々なことを感じ、たくさんの人と関わり合える三年間にしたいとおもっています。その

ために、私たちは誓います。自分から一歩踏み出し「挑戦する」ということを。出来るか

不安でも、挑戦することで、知らなかったことを知る機会になるかもしれません。また、

中学生になってからは自分の体で感じること、いろいろな人の意見を聞き、取り入れるこ

とも大事になっていくと思います。だから、恥ずかしがらずに挑戦することを大切にして

いきたいです。

そして、もうひとつ大切にしたいのが、今日出会った仲間です。これからの生活の中で、

行動を共にすることもあると思います。そのときに助け合い、協力できる。不安なことが

あれば相談できる。そんな存在にしたい、なりたいと私たちは思っています。

私は、中野中学校での三年間を、楽しいものにしたいです。教室で一人黙々と授業を受

けているのではなく、友達に囲まれ、学校でいつも笑っていられるようになりたいのです。

新入生全員が同じように思っているでしょう。ここにいるみんながそうなれるように仲

間・友達を大切にしたいです。

そして、これからお世話になる先生方、地域の方々、そして先輩方。まだまだ分からな

いことばかりですが、ときに厳しく、ときに温かく見守ってくださいますよう、よろしく

お願いいたします。

そして、保護者の方々、今日私たち新入生がこうして中野中学校に入学することがでい

たのは、保護者の方々のおかげです。本当にありがとうございます。これから何度も頼る

ことがあると思います。そのときはどうか支えてください。そして優しく見守っていてく

ださい。よろしくお願いします。

最後に、中学校生活三年間を通して、自分から様々なことに挑戦する勇気をもつこと、

そしてこの１１７人の仲間みんなが笑い合っていける学年にすることを決意し、誓いの言

葉とさせていただきます。
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教職員の異動について
＜転出＞

＜転入＞

令和3年度 校内組織 ◎＝学年主任 ＝分掌主任

氏 名 教科等 異動先

涌井 玲 国語 江戸川区立小岩第二中学校

佐藤 洋 保健体育 練馬区立三原台中学校

小宮 恵 英語 大田区立志茂田中学校

布谷 由美子 養護 板橋区立中台中学校

古川 絢子 特別支援教室 板橋区立志村第四中学校

倉田 年志和 数学（任短教員） 中野区立北中野中学校

氏 名 教科等 前任校等

長谷川 美波 国語 江東区立第二南砂中学校

三浦 萌絵 美術 新規採用（東村山市立東村山第五中学校臨任教員）

石橋 夏代 英語 新規採用

神棒 砂知子 養護 中野区立第二中学校

島田 昌洋 特別支援教室 練馬区立石神井東中学校

菊井 雄一郎 特別支援教室 新規採用

木舟 雅代 特別支援教室 新規採用

佐藤 優妃 数学（任短教員） 採用

生徒在籍者数
担任 副担任

男子 女子 計

１Ａ 19 20 39 丸山 凌侑（英語） ◎古田 翔吾（数学）

永倉 鈴子（家庭）

望月 希美（理科）

佐藤 優妃（数学）

１Ｂ 19 20 39 平林 鴻佑（保体）

１Ｃ 19 20 39 長谷川 美波（国語）

１年計 57 60 117

２Ａ 18 21 39 ◎村越 央（数学） 生活野田 信行（理科）

校務大西 敦子（保体）

三浦 萌絵（美術）

神棒 砂知子（養護）

２Ｂ 18 20 38 鈴木 奏登（社会）

２Ｃ 18 21 39 岩井 健太（英語）

２年計 54 62 116

３Ａ 19 18 37 進路中澤 翼（国語） ◎大谷 祐子（英語）

教務土屋 和彦（数学）

加園 幸男（数学）

石橋 夏代（英語）

３Ｂ 18 19 37 福本 あゆみ（社会）

３Ｃ 18 19 37 北田 裕亮（音楽）

３年計 55 56 111

総計 166 178 344

特別支援教室
◎河田 冴子 石橋 妥乙 小松 育子 町田 佳子

島田 昌洋 菊井 雄一郎 木舟 雅代

大変

お世話に

なりました
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各担当者一覧

年度当初の確認とお願い

個人情報等の取扱いについて
年度当初にあたり、様々な回収物へのご対応ありがとうございます。お預かりした個人情報につき

ましては、その目的のみに使用し，取扱いについては細心の注意を払ってまいります。

本校では、「学校だより」「学年だより」「学級通信」「学校ホームページ」等により、学校の教育活

動を保護者の皆様や地域の方々にお届けしています。なお、これらにより生徒の氏名や作品、写真等

を掲載することがありますが、掲載に関して不都合や特別な事情がある場合は、学校までお申し出く

ださい。

また、「緊急連絡網」への掲載について不都合がある場合も併せてお申し出ください。ご理解・ご協力

のほどよろしくお願いします。

学校情報配信システムへの登録について
本校では、中野区が整備している学校情報配信システムを活用して、

緊急情報以外にも様々な学校情報を配信しています。この情報配信を

希望される場合は、予め登録をしていただくことでご利用できます。

登録につきましては、各家庭で行っていただきます。個別にお渡しした説明プリントをご参照いた

だき、ご登録ください。なお、説明書を紛失された場合や、登録アドレスの削除、変更を希望される

場合は、本校副校長までお問い合わせください。

なお、４月２６日（月）１６時にメールのテスト配信を行います。受信できなかった場合は、登録

ができていない可能性がありますので、学校までお知らせください。

学校から発信する電話について
本校に公用スマートフォンを２台導入しています。学校から発信する際は以下の電話番号からとな

る場合がありますので、ご承知おきください。なお、これらの番号は発信専用です。

①０７０－３２４５－１５８８ ②０７０－３２４５－１５９２

職 氏 名 職 氏 名

校 長 弓田 豊 スクール･サポート･スタッフ 小川 達也

副校長 堀 孝浩 スクール･サポート･スタッフ 木島 あやの

事務主事 仁藤 伸 講師（国語） 岩田 有希子

事務主査 原口 朋子 講師（理科） 上野 知大

図書館指導員 臼井 美恵 講師（美術） 藏 隆幸

栄養士

（ユーエスキュア委託）
有木 優美香 講師（保体） 伊井 航

スクールカウンセラー 永澤 久美子 講師（保体） 飛山 翔太

区教育相談員 今水 豊 講師（技術） 川床 俊一

心の教育相談員 六反園 留美
ＧＩＧＡ支援員

（富士電機委託）
内海 舜資

副校長補佐 亀山 順子 用務業務委託：ヤオキン商事（株）

特別支援教室専門員 荒木 啓介 給食調理委託：葉隠勇進（株）

支援員 小山 武 ビル管理委託：エクレ（株）
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新型コロナウイルス感染症対策への対応について
本校では、新型コロナウイルス感染症対策への対応として、生徒の健康状態の確認や教職員の検

温、施設の換気および消毒等を行っています。しかし、都内では感染拡大が懸念されており、「まん

延防止等重点措置」が適用されるなど、予断を許さない状況です。つきましては、生徒および関係

者が濃厚接触者及びＰＣＲ検査を受けた場合は、速やかに学校にご連絡いただくとともに、登校を

控えていただくようご協力をお願いします。

①生徒本人が体調不良（発熱、咳など）で、医療機関を受診した場合

②生徒本人が濃厚接触者となった場合

＊家族がＰＣＲ検査を受けた場合は、結果が出るまでの期間の登校は控えてください。（出席停止扱いです）

教職員の働き方改革への取組
本校では、中野区教育委員会による「中野区立学校における働き方改革推進プラン」の取組の一環

として、留守番電話を導入しています。以下の時間は応答メッセージによる対応となりますので、学

校へのお問い合わせは平日の 7時 30分から 18時 30 分まで（授業がある土曜日は 12 時 30 分まで）に

お願いします。

特別支援教室（巡回指導）の取組をすすめています
中野区立学校では、児童・生徒が学校生活をのびのびと過ごせるよう、学習や生活で困っているこ

とを改善・克服するための指導を行う特別支援教室が設置されています。

指導を受ける児童・生徒は、週に１時間程度在籍学級を抜け、特別支援教室にて巡回指導教員の指

導を受けます。また、巡回指導教員は特別支援教室での指導に加えて、在籍学級担任と連携し、在籍

学級における指導の工夫についての支援も行います。

中野中学校は、区内９校ある中学校特別支援教室の拠点校となっており、巡回指導教員が中野中を

含めて各校に出向き、指導を行います。

指導を受けたい場合は、在籍学級担任や特別支援教育コーディネーターへご相談ください。在籍校

内にて、お子さんの巡回指導の利用について話し合います。話し合いの結果、「指導が必要」となりま

したら、保護者から教育委員会事務局特別支援教育係に連絡の上、面談や知能検査等の必要な手続き

を進めていきます。

応答メッセージによる対応の時間

平 日 18 時 30 分から翌日の 7時 30 分まで

休業日 終日

受診

ＰＣＲ検査実施

ＰＣＲ検査不要

陽性(+)

陰性(-)

保健所の指示があるまで出停

登校可能(登校しなかった期間は出停)

ＰＣＲ検査実施

陽性(+)

陰性(-)

保健所の指示があるまで出席停止

感染者と最後に接触した日から 14日間は

外出自粛のため、無症状でも出席停止

・特別支援教室での指導
・在籍学級での支援
・在籍学級担任との連携

巡回指導教員

巡回指導拠点校
（中野中学校）

在籍校Ａ

在籍校Ｂ


