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令和２年度  第４４回入学式  式辞  

  校長  佐藤  政彦  

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうござい

ます。ただ今紹介されました 106 名のお子様を、三年間、責任と

使命感をもってお預かりいたします。私ども、本校の教職員一同、

生徒一人一人に、誠心・誠意かかわってまいる所存です。どうか

よろしくお願いいたします。  

新入生の皆さん。今、ここから、皆さんの顔を見ていますと、誰もが希望とやる気に満

ちあふれ、光り輝いて見えます。新入生紹介での返事もとても立派でした。ぜひ、いつま

でも今の気持ちを忘れずに、これからの中学校生活を謳歌してください。  

今年は、新型コロナウィルスの対応により、特別な形での入学式となりました。とても

残念な気持ちや不安な気持ちがあると思いますが、今は、自分の命を守ることを最優先に

して、感染防止に努め、一人一人ができることを考え、行動に移していきましょう。必ず

や近い将来、人類の英知が集結し、この世界的な危機を乗り越え、明るく希望に満ちた未

来がやってきます。その時までみんなでスクラムを組み、困難を克服しましょう。  

君たちの入学にあたり、ひとつの言葉を紹介します。今から 30 年ほど前、修学旅行の引

率で京都の大徳寺大仙院というところを訪ねました。そこの住職であった尾関宗園和尚が

言っていた、「今ここで頑張らずにいつ頑張る。頑張るときはいつも今。」という言葉です。

今から 3 ヶ月前のお正月、あのときは、いよいよ東京五輪が開催され、夢と希望に満ちあ

ふれた 2020 年の幕開けでした。そして現在、目に見えない凶暴なウィルスと全世界が戦

っています。一瞬にして世界が変わってしまったのです。このように、近い未来でも何が

あるか予想がつかない、変化の激しい時代になっていることは明らかです。ですから君た

ちには、明日へつながる今日という日を、精一杯悔いなく全力で生きてほしいという願い

を込めて、「今ここで頑張らずにいつ頑張る。頑張るときはいつも今。」という言葉を紹介

しました。  

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秘めています。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 106 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、今日からの三年間を過ごしていくことを心より祈念して、私

からの式辞といたします。      
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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 堀込　智也 社会 硬式テニス 特別支援教室 是枝　彌生 特支 特別支援教室・研究・経営支援主任/音楽・PC

１年B組 田畑みずほ 英語 硬式テニス 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 河野　優子 音楽 音楽 特別支援教室 秋廣　玲子 特支 美術

１年D組 久下　章宏 保体 学年主任/女子バレーボール 特別支援教室 岸谷　紀久 特支 サッカー

１年副担任 市村由美子 数学 卓球 特別支援教室 関　　智恵 特支 硬式テニス

１年副担任 山下　由有 理科 パソコン 特別支援教室専門員 林    美樹 特支

１年副担任 寺澤　寛太 美術 美術 ＡEＴ Angelie Agduma 英語

2年A組 津口　　 慎 数学 生活指導主任/女子バレーボール 都事務 舟橋　　 拓

2年B組 守谷　幸子 保体 女子バスケットボール 市事務 富澤　明美

2年副担任 藤﨑ひろみ 国語 市用務 濱﨑　德夫

2年副担任 今堀　祐輔 社会 卓球 市用務補助 栗原勇三郎

２年副担任 松下　容子 英語 学年主任/ダンス 市栄養士 辻　万紀子

3年A組 礒川　麻子 理科 ダンス 市司書 大江　和美

3年B組 外山　弓子 英語 茶道 都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 松丸　未来

3年副担任 福島　英之 国語 進路指導主任/野球 市ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 青木　千旺

3年副担任 大賀　威義 数学 学年・教務主任/男子バスケットボール 市スクールサポーター 石黒　琢也

3年副担任 小原　俊昭 技術 市スクールサポートスタッフ 飯野　雅人

養　護 行冨　　歩 養護 保健主任/園芸 管理員 渡辺　一朗

講　師 甲田ちあき 家庭 管理員 江上　信三

主任教諭 調布市立第六中学校へ 主任教諭 渋谷区立原宿外苑中学校より

主任教諭 多摩市立多摩中学校へ 主任教諭 町田市立小山中学校より

主任教諭 調布市立第三中学校へ 主任教諭 日野市立日野第三中学校より

教　　諭 退職 教　　諭 日野市立日野第一中学校より

教　　諭 江戸川区立篠崎第二中学校へ 教　　諭 新規採用

教　　諭 練馬区立石神井南中学校へ 教　　諭 世田谷区立駒留中学校より

教　　諭 調布市立第六中学校へ 教　　諭 新規採用

非常勤講師 任期終了 教　　諭 新規採用

非常勤講師 任期終了 非常勤講師 新規任用

市事務職員 調布市立第三小学校へ 市事務職員 調布市立深大寺小学校より

市用務員(補) 新規配置

スクールサポートスタッフ 新規配置

大石ひとみ 富澤　明美

栗原勇三郎

～大変お世話になりました～
飯野　雅人

宮本　幸彦 岸谷　紀久

若尾　直人 関　　智恵

大石　恭子 甲田ちあき

本田　紗英 山下　由有

岩崎　彰生 寺澤　寛太

小柴なぎさ 田畑みずほ

和田　砂緒 市村由美子

名和　大輝 久下　章宏

高橋友紀子 守谷　幸子

　　　　　　 ◇令和２年度　教職員一覧◇

校長　佐藤　政彦　　　　　　　　　 　　　　　　　副校長　工藤憲治

　
　●いじめ相談窓口

　　 副校長　工藤　憲治
　　 第１学年主任　 久下　章宏
　　 第２学年主任　 松下　容子

　　 第３学年主任　 大賀　威義
　　 生活指導主任　津口　慎

　　 都ＳＣ　松丸　未来
　　 市ＳＣ　青木　千旺

　●ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談窓口
　　 副校長　工藤　憲治

　　 主幹養護教諭　行冨　歩

　●特別支援教育 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
　　 主幹養護教諭　行冨　歩

　●地域学校協働本部
　　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ/土曜学習部

　　 福田　なお美

　　　　◆教職員の異動等について◆

【転出・退職者】 【転入者】


