
平成31年4月11日 4月号

調 布 市 立 第 八 中 学 校

校 長 佐 藤 政 彦

HP：http://www.chofu-schools.jp/chofu8

新たな年に 新たな出会い

今日この日の出会いを大切に

校 長 佐藤 政彦

４月９日、桜の花びらが美しく舞う中で、第４３回入学式を厳粛かつ盛大に挙行すること

ができました。新入生７９名を迎え、２年生６２名、３年生９２名、合計２３３名による、

新年度がスタートしました。保護者の皆様におかれましては、お子様のご入学、ご進級、誠

におめでとうございます。

このたび、前任の臼倉 美智 校長先生の後を受けまして、多摩市立諏訪中学校より着任い

たしました佐藤 政彦（さとう まさひこ）と申します。与えられた職責を全うし、生徒一

人一人が光り輝き“爽やかで気持ちのいい学校”づくりを目指し、全教職員一丸となり取り

組んでまいります。どうぞ、ご支援・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

入学式校長式辞より（抜粋）

君たちの入学にあたり、ひとつの言葉を贈ります。今年の９月、ラグビーワールドカ

ップ２０１９が日本で開催されます。全国１２の会場で熱戦が繰り広げられ、その開会

式と開幕戦が、我が街、調布市にある「味の素スタジアム」で行われます。

そのラグビーにちなんだ言葉です。ラグビーで有名な明治大学ラグビー部に、延々と

語り継がれている言葉で、「前へ」という言葉があります。とても短い言葉ですが、こ

の言葉に込められた想いは、ボールを持ったら躊躇することなく、逃げたり、ためらわ

ず、前進すべしというものです。自分で判断し、失敗を恐れず、「前へ前へ」と敵陣へ

攻め込むのです。まさしく、明治大学ラグビー部に脈々と流れている、熱く、誇り高い

言葉なのです。

この言葉は、ラグビーだけでなく、皆さんの学校生活にもあてはまります。これから

の学校生活で、勉強や部活動など、何度もつまずくことがあると思います。そんなとき

に、「前へ」という言葉を思い出してください。決して諦めることなく、下を向かずに、

少しでもいいので、「前へ」と歩みを進めてください。きっと、新たな解決策や成功へ

のヒントが見つかります。諦めてしまったら、そこで終わりです。成功するかどうかで

はなく、「前へ」と、勇気を出して、踏み出すことが大切なのです。

さあ、いよいよ今日から中学校生活がスタートします。中学生の時期は、「心」も「体」

も鍛えれば鍛えるほど成長します。限りなく伸びていく無限の可能性をひめています。

いくつもの不安はあると思いますが、私たち教職員一同で、君たちを全力でサポートし

ていきます。そして、ここにいる７９名が、調布第八中学校の良き伝統を引き継ぎ、八

中生としての、自信と誇りをもって、今日からの３年間を過ごしていくことを、願って

います。

ゆっくりでもいいので、「前へ」と一歩を踏み出すことが、明日への自分に繋がります。

八中だより



学級等 氏　名 教　科 主任/部活動　等 学級等 氏　名 教　科 主任/部活動　等

１年A組 津口　　 慎 数学 女子バレーボール・野球 特別支援教室 是枝　弥生 特支 特別支援教室・研究・経営支援主任/音楽

１年B組 本田　紗英 理科 女子テニス 特別支援教室 森田　　 正 特支 特別支援教室副主任/鉄道研究

１年C組 松下　容子 英語 学年主任・進路指導主任/茶道 特別支援教室 秋廣　玲子 特支 美術

１年副担任 福島　英之 国語 野球 特別支援教室 宮本　幸彦 特支 卓球

１年副担任 今堀　祐輔 社会 卓球 特別支援教室専門員 林　　 美樹 特支

１年副担任 河野　優子 音楽 音楽 事務主事 舟橋　　 拓

１年副担任 行冨　　 歩 養護 保健主任/園芸 技能主事 濱﨑　德夫

2年A組 礒川　麻子 理科 ダンス 事務（嘱） 大石　ひとみ

2年B組 外山　弓子 英語 女子バレーボール 栄養士（嘱） 辻　万紀子

2年副担任 大賀　威義 数学 学年主任/男子バスケットボール 司書（嘱） 大江　和美

2年副担任 岩崎　彰生 美術 美術 講師 若尾　直人 保体

3年A組 名和　大輝 保体 生活指導主任/サッカー 講師 大石　恭子 家庭

3年B組 堀込　智也 社会 女子バスケットボール 都SC 松丸　未来

3年B組 和田　砂緒(*) 数学 学年主任/パソコン 市SC 青木　千旺

3年C組 小柴　なぎさ 保体 男子テニス 市スクールサポーター 石黒　琢也

3年C組 高橋　友紀子(*) 英語 ダンス 管理員 渡辺　一朗

3年副担任 藤﨑　ひろみ 国語 管理員 江上　信三

3年副担任 小原　俊昭 技術 卓球：外部指導員 ＡEＴ Reika Rabe Yagi 英語

校　　長 (調布市立第六中学校へ) 校　  長 (多摩市立諏訪中学校副校長より)

主幹教諭 (八王子市立上柚木中学校副校長へ) 主幹教諭 (三鷹市立第二中学校より)

主任教諭 (八王子市立第四中学校へ) 主任教諭 (調布市立調布中学校より)

主任教諭 (退職→本校非常勤教員へ) 主任教諭 (東大和市立第五中学校より)

教　  諭 (杉並区立小中一貫教育校杉並和泉学園へ) 教　  諭 (新規採用)

都事務職員 (退職) 教　  諭 (品川区立戸越台中学校より)

市技能主事 (調布市立深大寺小学校へ) 教　  諭 (新規採用)

市嘱託員栄養士 (調布市立調布中学校へ) 教　  諭 (調布市立第六中学校より)

市ｽｸ-ﾙｻﾎﾟｰﾀｰ (退職→本校特別支援教室専門員へ) 教　  諭 (調布市立第六中学校より再任用)

市ｽｸ-ﾙｻﾎﾟｰﾀｰ 非常勤教員 (新規採用)

特別支援教室専門員 (新規採用)

都事務職員 (世田谷区立船橋希望中学校より)

市技能主事 (調布市立神代中学校より)

市嘱託員栄養士 (調布市立第一小学校より)

市ｽｸ-ﾙｻﾎﾟｰﾀｰ (新規採用)

　
　●いじめ相談窓口
　　 副校長　工藤
　　 第１学年主任　 松下
　　 第２学年主任　 大賀
　　 第３学年主任　 和田
　　 生活指導主任　名和
　　 都ＳＣ　松丸
　　 市ＳＣ　青木

　●ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ
　　 相談窓口
　　 副校長　工藤
　　 主幹養護教諭　行冨

　●特別支援教育
　　 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
　　 是枝、行冨、松下、
　　 大賀、和田

　●地域学校協働本部
　　 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
　　 福田　なお美

○今年度より本校は校内通級教室の拠点校となり、
　特別支援教室担当の教員が４名配置されました。

校長　佐藤　政彦　　　　　　　　　 　　　　　　　　　副校長　工藤憲治

石黒　琢也

(退職→特別支援教室専門員
で調布市立調布中学校へ)

【転出・退職者】 【転入者】

(*)は二人担任制[若手教員育成]

濱﨑　德夫

臼倉　美智

毛利　亜紀

杉本　　学

小原　俊昭

髙木　克将

村田　由香

外山　弓子

森田　　正

今堀　祐輔

本田　紗英

河野　優子

秋廣　玲子

宮本　幸彦

小原　俊昭

林　　美樹

舟橋　　拓

辻　万紀子

林　　美樹

岡林由喜美

　　　　　　 ◇平成３１年度　教職員一覧◇

　　　　◆教職員の異動◆

～大変お世話になりました～

佐藤　政彦

行冨　　歩

野村正太郎

鳥羽　敬子


