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「生徒一人一人の力が伸び、活気みなぎる学校」を目指して 

～平成３０年度のスタートにあたって～ 

校長 藤井 和重 

 

平成３０年度４月より着任しました校長の藤井 和重です。第７２回入学式では、八丈町教育委員会茂手

木教育長職務代理者をはじめ多くの地域の方々のご臨席の中、立派に行うことができました。２・３年生

の誠実で素晴らしい態度とその先輩たちを見つめる新入生の素直な姿を見て、子どもたちの自立と成長を

確実に保証し全力で学校経営に当たらなければならないと、大きな責任を感じ身が引き締まりました。 

今年度も、これまでの取り組みを継続し充実させてまいります。 

 

タイトル右上にある学校教育目標の実現のため、授業はもちろん、道徳・総合的な学習の時間・特別活

動・部活動など、全ての教育活動で生徒の個性や特性を尊重し、思考力・判断力・表現力を伸ばす指導を

進めていきます。 

また、それぞれの教育活動では、生徒に具体的な目標をもたせて主体的に活動させることで、成就感・

達成感を高めていきます。 

 

教育目標の実現のため、下記の計画に取り組んでいきます。 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

◇ 学校教育目標 ◇ 

自ら進んで学ぶ生徒 

人や自然を愛する生徒 

健康でねばり強い生徒 

《校訓：自主・敬愛・根気》 

 
ホームページ http://www.hachijomachi-tky.ed.jp/fujichu/ 

八丈町立富士中学校 平３０年４月１３日  第１号 

ア  人権尊重の精神をもって、一人一人を大切にする教育を推進する。 

イ  基礎・基本の定着を図り、生徒の学力向上を図る。 

ウ 生徒が自己の将来に対して夢や希望をもって学習に取り組めるようキャリア教育を根幹とした 

教育活動を推進する。第１学年から第３学年まで継続した指導計画に基づき、キャリア教育の視 

点から、「プレゼンテーション能力」や「情報を収集する能力」、「情報を分析し活用する能力」等 

の育成を図る。 

エ 生徒の授業評価や学校関係者評価、全国学力状況調査、東京都の児童・生徒の学力向上を図るため

の調査を分析し、生徒の学力の状況や課題を把握する。分析結果を基に、学期ごとに授業改善推進

プランを作成するとともに、各教科の指導工夫や改善を図ることで、「分かる授業」の構築を図る。 

オ 家庭との連携を図り、家庭学習の充実に向けた取組を行う。継続的な学習習慣の定着により、基 

礎学力の定着を図る。 

カ  地域に開かれた学校を目指し、家庭や地域との連携を密にした教育を推進する。 

キ  生徒、保護者、民生児童委員、学校関係者評価委員による学校評価を行い、幅広く意見を求め、 

保護者・地域の期待に応える学校づくりを進める。 

ク  特色ある学校づくりを推進し、地域から信頼される学校を目指す。 
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今今年年度度はは３３11 名名（（男男子子１１66 名名、、女女子子 1155 名名））のの新新入入生生がが入入学学ししままししたた。。中中学学校校生生活活へへのの期期待待がが、、入入学学式式ででのの１１人人１１人人のの

呼呼名名のの返返事事ににああららわわれれてていいたたとと思思いいまますす。。ここれれかからら““富富士士中中生生””ととししてて、、学学習習・・学学校校行行事事・・部部活活動動ななどどにに積積極極的的にに取取りり組組みみ、、

充充実実ししたた中中学学校校生生活活をを送送っっててほほししいいとと思思いいまますす。。  

「新入生代表の言葉」 新入生代表 石井 一沙 

 やわらかな風が吹き、太陽の光が満ちあふれ、生命が生き生きと活動を始める春、僕たちは、この富士

中学校の新一年生として入学しました。新入生一人一人が、これから始まる中学校生活に、期待と不安で

胸がいっぱいです。 

 ぼくは、この富士中学校に入学して。一生懸命に取り組みたいことが二つあります。 

 一つ目は、勉強を一生懸命することです。英語も授業時間が増えたり、授業内容も今まで以上に難しく

なっていきます。定期テストという小学校にはなかったことも出てきます。授業に積極的に参加すること

はもちろん、家庭での学習も一生懸命取り組んでいきたいです。 

 二つ目は、部活動です。小学校の時よりも練習の時間が増えるので、先生方や先輩方に色々と教えてい

ただきながら、一歩ずつ頑張っていきたいと思っています。 

 中学校生活での部活動や委員会では、知識も技術も先を行く先輩方に、さまざまな場面で教えていただ

くことがたくさんあるのだと思います。これから、この富士中学校で学ぶ三年間、ぼくたち新入生は、共

に成長し、互いに良い影響を与え合える関係となるでしょう。そんな心強い仲間たちと入学できることを、

ぼくはとても嬉しく思います。時には苦しんだり、悩んだりすることがあると思います。そんな時は、仲

間で助け合い、強い心で乗り越えていきます。先生方、先輩方、これから三年間、よろしくお願いします。 

            

「生徒代表の言葉」  在校生代表 浅沼 華 

 新入生のみなさん、入学おめでとうございます。いよいよ今日からみなさんも富士中学校の生徒となり

ました。みなさんの心の中は、今日から始まる中学校生活への期待と不安でいっぱいだと思います。私が

入学した頃は、期待よりも不安の方が大きかったです。たとえば、教科ごとに先生が変わることや、中間

テストや期末テストなどです。ですが、心配しないでください。何か困ったことがあったら、私達上級生

や先生方に気軽に聞いてください。 

 楽しみなことと言えば、部活や行事が思い浮かぶと思います。部活では、小学校の時よりも活動が活発

になり、自分の好きなことをより深めることができます。運動部では、夏の遠征に向けて日々、一生懸命

練習しています。文化部でも、コンクールや展示会で賞をとるために、活動を頑張っています。昨年度の

部活動で、運動部は、テニス部が町の大会でよい成績を残したり、バレー部が島しょ大会で優勝したりし

ました。文化部では、自然科学部が、コンクールで様々な賞をもらったりしました。行事では、小学校の

頃より、競技が増える運動会や、課題曲と自由曲の２曲を歌い、クラスで競い合う合唱コンクール、自分

の新記録を目指す陸上記録会などがあります。行事では、クラスや全校生徒で協力することで、大きな達

成感を感じることができます。このような中学校の行事を楽しみにしていてください。 

 また、生徒会活動では、富士中学校をよりよくするために、生徒会役員会と専門委員会があります。各

委員会で様々な活動を行ったりしているので、積極的に参加してください。また、委員会に入っていると、

様々なことを学び、自分の可能性を広げることができます。小学生の頃の私は、人前で話すと、緊張して

いましたが、経験を積むことで、だんだんと慣れて成長することができました。「富士中学校をよりよくし

たい！」という人は、ぜび生徒会役員や各委員に立候補してみてください。初めにも言ったように、中学

校は小学校と変わる部分がたくさんあります。新しい環境での生活で、困ることがたくさんあると思いま

すが、一人で抱え込まずに気軽に相談してください。中学校生活を送っていく上で、大変なことがあって

もくじけず、あきらめずに頑張っていきましょう。様々なことに挑戦することで、自分を成長させること

ができます。これからの中学校生活を楽しく送っていけるように、みんなで協力して富士中学校をよりよ

いものにしていきましょう。 
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学学校校教教職職員員組組織織  

校 長：  藤井 和重   副校長： 佐藤 孝男 

主幹教諭： 山根  純   川畑 喜照   川口 美保 

主任教諭： 近藤 裕子 柴山 尚子 野津 康司 小川 健吾（昇任） 金丸 恵美（昇任） 

１年 ２年 ３年 

主任 氏部 和昭 （保体） 主任 柴山 尚子 （音楽） 主任 川畑 喜照 （理科） 

担任 エマール フランソワ夏樹  

（英語） 
担任 小川 健吾 （社会） 担任 市倉 隆司 （英語） 

副担 金丸 恵美 （国語） 副担 山根 純  （数学） 副担 田後 要輔 （数学） 

副担 武井 祐里佳 （家庭科） 副担 橋本 慶太  （技術科） 副担 棚橋 美佳子（美術） 

  学年付 川口 美保 （養護） 

通級学級 近藤 裕子  野津 康司 事務 宇佐見 淑子 

非常勤教員 清水 雅子 講師 躍場美穂子(保体) 簾田 豊三（通級学級） 

用務 小原 健司 夜間受付 末吉 正巳 

スクールカウンセラー 蜂屋 竜馬 

ＡＬＴ（火曜日） ディビット・キム ／ クリストファー・ステンペル 

    教務主任：山根  純  生活指導主任：野津 康司  進路指導主任：川畑 喜照 

転出した教員 

 綿貫  正人   校長              北区立赤羽岩淵中学校へ 

 西村 栄一朗   主幹教諭  （保健体育）  足立区立第六中学校へ 

 清水  雅子   主任教諭    （国語）    定年退職（本校非常勤教員） 

 召田  将大   教諭    （技術）    普通退職（茨城県龍ケ崎市立城西中学校へ） 

笹原  基以   非常勤講師 （保健体育）  都立野津田高等学校へ 

早川  晋平   非常勤講師 （通級学級）  府中市立府中第四中学校へ（臨時的任用・育休代替） 

 

 

 

 

 

転入した教員 

藤井  和重   校長（昇任）        西東京市立田無第二中学校より 

金丸  恵美   主任教諭（昇任）（国語）  町田市立町田第一中学校より 

 氏部  和昭   教諭      （保健体育）世田谷区立砧南中学校より 

 橋本  慶太   教諭      （技術）  八王子市立第七中学校より 

清水  雅子   非常勤教員   （国語）  本校定年退職後継続 

躍場 美穂子   非常勤講師   （保健体育）私立駒場学園高等学校より 

簾田  豊三   非常勤講師   （通級学級）一昨年度富士中講師 
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転転入入さされれたた先先生生方方よよりり  
今年度、富士中学校は６名の教職員を新たに迎えました。それぞれの先生方に挨拶をしていただきました。 
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４４・・５５月月のの主主なな予予定定  

 

 

 

 

 

 

 

４月１７日（火）全国学力学習状況調査（３年） 

４月１９日（木）～27日（金） 

家庭訪問（１・２年） 

４月２１日（土）土曜授業・海浜清掃ボランティア 

４月１９日（木）～２３日（月） 

修学旅行（３年） 

４月２４日（火）振替休業日（３年） 

５月 ２日（水）体験学習（１年） 

５月 ７日（月）交通安全教室 

５月１１日（木）生徒総会 

５月１７日（木）、１８日（金）中間考査 

町田第一中学校から赴任しました金丸恵美です。自然豊かな環境において磨かれた感性を大切に国語教育

に携わっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。       （国語科 金丸
かなまる

 恵美
めぐみ

） 

体を動かすことが楽しくなるような授業をしていきたいと思っています。ただし本当の楽しさは何かを乗

り越えた先にあるものです。Let’s try!                 （保健体育科 氏部
うじべ

 和昭
かずあき

） 

西東京市の田無第二中学校から赴任しました。校長の藤井和重です。安心と信頼を大事にして学校づく

りを進めていきます。よろしくお願いいたします。             （校長 藤井
ふじい

 和重
かずしげ

） 

 

八王子第七中学校から赴任しました橋本慶太です。富士中学校は、技術の授業が少人数で行われるので、

とても楽しみにしています。よろしくお願いします。             (技術科 橋本
はしもと

 慶
けい

太
た

) 

 

 

 
高校を卒業するまで神港で過ごし現在は丘里在住の簾田です。通級とバレー部の生徒さんと活動させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。              （通級学級講師 簾
みす

田
だ

 豊三
とよみ

) 

 

保健体育科の躍場美穂子です。八丈島という自然に囲まれた地でみなさんと関われることに喜びを感じて

います。どうぞよろしくお願いいたします。             （非常勤講師 躍場
おどりば

 美穂子
み ほ こ

） 


