
 
 
 
 
 
 
 
  

ご入学・ご進級おめでとうございます 

校 長 山 本 豊 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大地に恵みをもたらす春の雨が降り、生命の息吹が感じられる季節となりました。満開の桜に祝福され、

新入生 1３8 名（男子 58 名、女子 80 名）を迎え、全校生徒 4３０名、1７学級と新たな教職員の組織で、

伝統ある福生第一中学校の希望に満ちた平成３１年度が始まりました。 

ご入学、ご進級、おめでとうございます。 

今年度も生徒一人一人の個性を尊重し、教職員が一丸となって教育活動の充実に努めて参ります。保護者

や地域の皆様の本校教育活動へのご理解とご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、入学式の式辞で教育目標について次のような話をしましたので紹介します。 

 

 

一中だより 
福生一中ホームページ  http://fussa-1j.hs.plala.or.jp/ 

福生市熊川８４５ 

電 話 042（551）0321 

ＦＡＸ 042（530）7447 

第 １ 号 
平成 3１年４月 11 日発行 

「夢や希望を育み、未来を切り拓く力を育てる学校」 

 

福生市立福生第一中学校 

本校の教育目標は、「健康で思いやりのある人をめざし、進んで学び、よく考えよう。正しく判断し、実

行しよう。」です。そして、「夢や希望を育み、未来を切り拓く力を育てる学校」を目指す学校像とし、身

に付けてほしい三つの力を明確にして教育活動に取り組んでいます。 

一つ目は、「人間関係形成力」です。心や体を鍛えて、健康で自分も人も大切にする生徒に育ってほしい

と願っています。多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えることが

できるとともに、自分の置かれた状況を受け止め、役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画し、

今後の社会を積極的に形成することができる力を身に付けていきましょう。 

 二つ目は、「課題解決力」です。自ら課題を見付け、「自分は何ができるのか」を考え、実行し、社会に

貢献する生徒に育ってほしいと願っています。授業や学校生活だけでなく、日頃から、物事を深く考えるよ

うに努力し、思考力・判断力・表現力を伸ばしていきましょう。 

 三つ目は、「実践力」です。互いに認め合い、知恵を出し合い、自分の未来を切り拓く生徒に育ってほし

いと願っています。授業や学校生活で学んだことを自分の日常生活の中に取り入れ使えるようにしていきま

しょう。 

これらのことは、毎日生活する皆さんの教室に「教育目標」として掲げてあります。ちょっと言葉は難し

いかもしれませんが、皆さんは、この目標を意識して、中学校三年間の生活を進めていくということを、今

ここでしっかり心に留めておいてください。 

そして、本校での中学校生活三年間を通じて、これからの新しい時代、いわゆる「グローバル社会」に向

けて、自立、貢献、共生できる資質・能力を身に付けていきましょう。 

これらのことを三年間で成し遂げるには、学ぼうとする強い意志が大切です。また、意志だけがしっかり

していても体力が弱くてはしっかりした中学校生活は送れません。健康に十分留意して、何事にも積極的に

取り組み、本校で学んでよかったと思える充実した三年間を送って欲しいと願っています。 

保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。皆様が心を込めて育ててこられた新一年生138名

を確かにお預かりいたします。先ほど、本校の教育目標のお話をいたしましたが、義務教育の目指すところ

は、調和のとれた人格形成にあります。私たち、教職員一同は、中学校三年間で心身共に著しい成長を遂げ

るお子様の教育活動を保護者の皆様と手を携えて進めて参りたいと存じます。保護者の皆様には、ご自身の

お子様に限らず、本校生徒全員の育ちを支えていただくパートナーとして、保護者会や学校公開日だけでな

く、いつでもお気軽にお立ち寄りいただき、状況をご覧いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいた

します。 

結びに、本校教育に対しまして、ご理解と多大なお力添えをいただいております福生市並びに福生市教育

委員会をはじめ、ご来賓の皆様方には心から感謝申し上げております。また、地域の方々との連携を欠いて

は、学校運営は成り立たないと考えております。今後とも、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げま

して式辞としたします。 

 



平成３１年度 福生第一中学校 校内組織について 
１ 教職員の異動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆学年所属、担任等 

第１学年 主任 久保田 道人 第２学年 主任 田崎 秀雄 第３学年 主任 小山 英憲 

１組 久保田 道人（数） 

２組 村田 龍（保体） 

３組 平田 実（美） 

４組 網野 千恵子（英） 

  副 中村 真一（数）（1,2 組） 

副 齊藤 綾子（家）（3,4 組） 

学年付 谷口 小百合（養） 

１組 石田 直人（数） 

２組 石原 照泰（理） 

３組 太田 菜穂子（英） 

４組 齊藤 亮介（保体） 

副 田崎 秀雄（社） 

副 竹村 侑理（国） 

副 関根 晴日（英） 

１組 北澤 邦彦（理） 

２組 岡田 友香（音） 

３組 住廣 清美（社） 

４組 橋村 和成（技） 

  副 小山 英憲（数） 

副 渡邉 健士朗（国） 

副 水野 優（英） 
                                         

  
  
  
  
  
  

◆育休 坂本 萌（英）、波多野 美也（英） ◆病休 渡部 瑞恵（特） 

◆非常勤講師 大塩 亮人（社）、星野 幸代（数）、関 浩一（理）、小池 弘明（音）、髙根 明子（音） 

川澄 裕子（美）、福村 美香(保体）、小沼 拓也（体）、中上 かおる（家）、東 美香（英） 

上野 桃子（英）、樋口 花梨（特）、佐藤 真奈美（特） 

◆ALT Kwabena  Hene  kduah  ◆学校司書   平野  綾  ◆副校長補佐 児島 留美子  

◆スクールカウンセラー  松橋 泰子（火曜日勤務）◆都事務主事 阿久津 宏 ◆用務主事 笹本 正善  

◆スクール・サポート・スタッフ 町田 香綾  ◆市事務 新井 有紀子 ◆市・事務補助 平川 正子 

◆学習・適応指導補助員 島﨑 真理、高山 直子、西岡 伸子、佐藤 真奈美、大塩 亮人 

◆特別支援学級補助員  初野 敦子、菊地 愛、町田 翔太郎、松尾 悠、樋口 花梨、山口 直美 

◆養護教諭支援員  吉井 愛弓   ◆日本語適応支援員  カルキ・プルナ・バハドゥール 

◆学校支援コーディネーター  土谷 利美  ◆家庭と子供の支援員 若月 晳弘 

◆学校医  西村 曜（内）、平出 亮吉（歯）、波多野 晶子（眼）、大野 芳裕（耳鼻）、遠藤 洋（薬） 

◆学校評議員（今年度は、コミュニティ・スクール準備委員も兼務していただきます。） 

  會田 ゆき子、阿南 育子、土谷 利美、中出 雅俊、平野 裕子、神山 千歳、松下 行輔、今井 啓之 

◆給食配膳員  青柳 真理子、阿部 祐子、西貝 和美、柳本 幸子 

◆学校管理員 吉田 義三、高瀬 博史、飯島 亮三、臼井 一夫、小林 勝久、秋葉 武昭、小宮山 肇、熊谷 定三 

８組 主任 多賀 亜弥 

第１学年担任 渡邊 亮  

第２学年担任／副担任 細渕  佐和美、岡本 一貴、田母神 真喜子 

第３学年担任 曽田 渉 

【転入】 

主任教諭 久保田 道人（数）八王子・第七中学校より 

主任教諭 網野 千恵子（英）立川・立川第四中学校より 

主任養護教諭 谷口 小百合（養）青梅・第三中学校より  

教諭   平田 実 （美）葛飾・堀切中学校より 

教諭   中田 悠人（特）立川・立川第九中学校より 

教諭   竹村 侑理（国）新規採用 

教諭   渡邊 亮 （特）新規採用 

産休代替 関根 晴日（英）新規採用 

用務主事 笹本 正善 福生・福生第五小学校より 

【転出】 

主幹教諭 古川 裕平（国）福生市教育委員会へ 

主任教諭 宮原 久仁夫（数）稲城第四中学校へ 

主任教諭 遠藤 美智子（英）東村山第五中学校へ 

教諭   永澤 新樹（英）八王子・甲ノ原中学校へ 

教諭   河﨑 真澄（美）小平第三中学校へ 

教諭   松沼 英雄（特）定年退職 

（非常勤教員として、国分寺・第二中学校へ） 

主任養護教諭 草 由希子 定年退職 

   （非常勤教員として、福生市適応支援教室へ） 

育休代替 杉村 道子（英）任期満了 

技能長  浅見 眞次 定年退職 

     （再任用職員として、福生第二小学校へ） 

講師   佐藤 悦子（国）任期満了 

講師   清水 臨太郎（理）任期満了 

講師   齊藤 友康（技）任期満了 

講師   釈迦野 毅（体）任期満了 

非常勤教員 長谷川 幸次 任期満了 

２ 教職員組織 

  校長     山本 豊彦      

副校長    平井 貞昭     

教務主任   橋村 和成（主幹教諭） 

生活指導主任 齊藤 亮介（主任教諭） 

進路指導主任 中村 真一（主任教諭）  

保健主任   谷口 小百合（主任養護教諭） 

研究主任   網野 千恵子（主任教諭） 

９組 主任 中田 悠人 

第１学年担任 中田 悠人 

第２学年担任 田中 愛美 

 


