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生徒数５４８名
文責／堀川博基

出会いの4月･･･。新しい仲間ができる。
仲間が集まれば、ピンチはチャンスに変わる。
４月･･･「何を始めるかより、誰と始めるか？」

の方が重要なのかも知れない･･･？
ピンチをチャンスに変えられる仲間を大切に！

富士見市立富士見台中学校 堀川 博基

青ジャ 186名の諸君、入学おめでとう。赤ジャ・緑ジャ・よつば 362
名の在校生諸君、進級おめでとう。今日からこの「とのやま」で 548
名の新しい仲間との生活が始まる。どんな毎日になるのか･･･本当に
楽しみだ。
台中生が物語を紡ぐステージ、「とのやま」。今日までの 62年間で 1

万 4 千人もの青春の舞台となった。まさしく「希望の丘」だ。そして
この丘へのアプローチ･･･毎日ワクワク･ドキドキ、心躍らせて登校で
きるよう「希望坂」と呼んでいる･･･。
学校は「希望」だ。どんな時代であっても、どんな状況であっても、

どんなことがあっても、生徒にとって、家庭にとって、地域にとって、
教職員にとって、学校は「希望」を紡ぐステージでなくてはならない。
今年度、学校経営の方向性を３点改定しました。■学校教育目標を

改定し、『生き抜く力を身につけ、自ら輝く生徒の育成』（従前の「生
きる力」を「生き抜く力」へ）としました。■グランドデザイン（後 GD）
の指導の柱の１番目に『豊かな人間性を育成する学校』を配置しまし
た（知徳体 ▼徳知体）。■ GD 柱の４番目に『生徒のために職員がひ
とつになる学校』を設定しました。
「学校はどうあるべきか？」。この春、自分の中で真剣に再考しま

した。with コロナ、ウクライナ情勢等々･･･考えるきっかけは枚挙に
いとまがありません。この冬、ある高校の校長先生や教頭先生からこ
んなことをおっしゃっていただきました。「入学して１番最初に名前
を覚えるのは、いつも富士見台中の卒業生です」「○○高校を引っ張
ってくれるのは、富士見台の生徒ですよ」。胸を張って「いままでの
教育の成果だ･･･」とはなかなか言えませんが･･･、台中生であれば何
となくその様子が浮かんできます。■相変わらず大きな声で「返事」
や「あいさつ」を交わしているのでしょう。■合唱で表情豊かに歌声
を響かせているのでしょう。■どんな役割でも積極的に立候補してい
るのでしょう。■周りが空気を読んでいる中、そんなこと関係なく自
分を表現しているのでしょう。■躊躇せず、困っている仲間を助けて
いるのでしょう。･･･これが台中生の「強み」です･･･。もちろん勉強
は大切です。進路選択だって重要です。･･･本当に社会で生きて働く
力とはどんな力なのでしょうか？ 問い直したひとつの結論が「社会
を一人で生き抜く力の育成」です･･･。今後の100年近い人生を、世界
を、社会を「生き抜く力」です。言い換えれば、それはまさしく「希
望」なのだと思います。その片鱗はすでに台中生にあります。その「強
み」を強化し、相乗効果により総合的な人間力を高めようとするのが、
この改定の主旨でもあります･･･。まとまらない表現で申し訳ありま
せんが、今日から始まる学校生活の日常の中で理解していただけるよ
う、学校がひとつとなり力を尽くしてまいります。
台中生諸君、最後に中学校生活を充実させるコツをアドバイスする。

それは「仲間」だ。文頭にも記したように中学生にとっての仲間の存
在はとてつもなく大きい。一人でできないことも、二人ならできるか
の知れない。一人で抱える悩みも寄り添ってくれる人がいるだけで 1/2
になるのだと思う。仲間がいればピンチはチャンスに変わる。そんな
仲間を見つけてほしい。この「とのやま」のどこかに必ず居るはずだ。
保護者の皆様には、お子様のご入学・ご進級、誠におめでとうござ

います。今年度も台中の舵取りを継続させていただきます堀川博基で
す。改めまして本校教育へのご理解とご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。今年度も台中は一歩前へ踏み出し続けます。しかしな
がら完璧な学校の在り方を求めるより、とりあえず満足できる毎日を
継続することを目指そうと考えています。求めている幸せは特別な瞬
間よりも、日常にあるのであすから･･･生徒と共にある一瞬一瞬を大
切に･･･。重ねて、本年度もよろしくお願い申し上げます。

【写真上から】■とのやまの桜／今年も歴史ある希望の丘「との
やま」を見事にピンク色に染めてくれた「とのやまの桜」。図書
室ベランダから桜の背景に関東平野を望む景色は、穏やかな台中
の行く末を予感させる。■台中を背負う決意（準備登校）／４月
８日に新入生（青ジャ）186名が入学式を迎える。先輩として「歓
迎の意」をこめ、赤ジャ・緑ジャ・よつば、計 362 名の生徒たち
が準備に力を尽くす。人のために働くと、気持ちが「シャキッ」
とする。何となくだが清々しくもなる。1 ㎜もズレないように椅
子を並べる。埃ひとつないように掃き清める。自分の心を磨くよ
うに四つん這いになり拭きあげる。そんな人のために尽くす行為
は、新入生への想いとして届くとともに、自分自身の進級の気持
ちを高めてくれる。毎年恒例の準備登校･･･これは新入生を迎え
る歓迎の準備であるとともに、自分自身の進級を覚悟する成長の
儀式でもある。在校生諸君、今年もがんばってくれた！

(*^_^*)よろしくお願いします ＆ m(_ _)mありがとうございました 令和4年度富士見台中学校の新ｽﾀｯﾌです

令和４年度富士見台中学校／「とのやま」に集う51名のスタッフ 転退職職員 転入職員

校長 教頭 教務主 富士見台中 富士見市教育委員会

１年主 ２主＋ 1組担 ３年主 本郷中 川 口 市 ･芝 西 中

１－１ ２－２ ３－１ 川越富士見中 新採用

１－２ ２－３ ３－２ 水谷中 新採用

１－３ ２－４ ３－３ 神奈川・伊勢原養護学校 富士見台中

１－４ ２－５ ３－４ 東 京 ･立 川 第 二 中 新採用

１－５ ２年副 ３－５ 水谷中 海外補習校

１年副 ２年副 ３年副 勝瀬中 新採用

養護教 通級指 ３年副 ふじみ野小 南畑小

よ主任 よ１組 よ２組 若手指導 つるせ台小

AET 初任担 栄養教 勝瀬小 勝瀬中

県事務 市事務 若手育成 針ヶ谷小 新採用

学習支 ふれ相 ふれ相 勝瀬中 新採用

すこ支 学司書 SSS 退職 本郷中

初補充 校務員 校務員 ＊「生徒のために教職員がひとつになり」努めてまいります。

育休 育休 ICT支 ＊３年新井教諭については、部分休業を取得させていただきます。

令和４年度当初 感染拡大防止対応の確認
感染拡大防止が定着して２年･･･。今年度も本校では「感染拡大防止の対応策を継続しながらも、教育活動を積極的に推進する」

という方向性で進めてまいります。以下の点についてご確認をお願いします。
■基本的な感染拡大防止対策の確実な実施 ▼マスクの着用、検温・健康観察、消毒、換気、手洗い・うがい等
■朝の対応（登校の判断、検温・健康観察等）
□登校自粛▼本人の発熱・体調不良等。家族で体調不良者等があった場合。家族内で検査者があった場合等は登校自粛です。

（コロナ関連の欠席の場合は原則、出席停止扱となりますが、欠席の理由がケガや他の要因で明確な場合は、通常の欠席扱い
となります。持病や家族の状況等による感染不安等での登校自粛も出席停止扱いとなります。学校での感染防止策は万全で
す。本校でのクラスターの事案もありません。総合的にご判断いただければと思います。）

□早退等▼学校での体調不良者の療養は行いません。体調不良者はすぐに早退となりますので、ご家庭に連絡を入れさせていただきます。
□健康観察カードの毎日の提出▼生徒本人の体温、体調確認及びご家族の体調を確認するカードを登校時に必ず提出します。

■授業 □マスク着用、換気、消毒等の確実な実施（マスクについてもすべての教科において着用させます。ただし自身の判断や状況に
よりはずす場面もあります） □話し合い活動／マスク着用の上、時間やタイミングを見極めて効率的に実施 □実験・実習

／共有ツールの消毒等により実施 □合唱等／マスクや対面にならない等の工夫により実施 □調理実習等／極力効率的な内容
により状況を判断して実施。家庭科以外の飲食を伴う活動は中止 □特別教室、体育館使用時の消毒等

■給食 □黙食の徹底 □食事前の消毒の徹底
■清掃 □消毒を徹底して、通常通りの清掃を行います。 □職員による教室、トイレ等の消毒を毎日実施します。
■行事等 □基本的には実施の方向で計画を進めます。ただし「緊急事態宣言下▼中止・延期」「まん延防止等重点措置▼状況を鑑みながら

原則実施の方向」
■部活動（感染拡大防止を徹底しての実施）
□活動日 週５日（平日は水曜停止、土日はどちらか１日のみ活動可）

ただし、土日については、試合等が入っている場合に２日間の活動を可とする。平日に２日間の休息日を設ける。
□活動時間 平日／18:00完全下校 土日／3時間程度、昼食は摂らない（ただし、試合等ではその会場等により例外も認める）
□感染拡大防止のためのマスクをしての活動 □保護者参観／生徒1名に1名の参観可 □部活内で陽性者及び濃厚接触者があった場合は
1週間の活動停止となります。
概要について示させていただきましたが、感染防止にはご家庭での協力が必要不可欠です。特に下校後における生徒同士で

の飲食等により感染が拡大している事例が多々ありますので、ご家庭でも十分にご注意をお願いします。
何か不明な点がございましたら、富士見台中学校（℡／ 049-252-0473）管理職までお願いします。

令和４年度／台中の生徒数は･･･

男 女 計

１年･青 ９２ ９４ 186

２年･緑 ９８ ８９ 187

３年･赤 ７６ ９６ 172

よつば ２ １ ３

計 268 280 548

令和４年度、富士見台中は全校 548名（前
年度比-34 名）でスタートを切る。学級数
が１クラス減となり、よつばの２学級を含
めると、17 学級となる。この１学級減が学
校規模における職員配当に大きく反映し、
今年度の配当は基準職員で-2 名、加配で-1
名と計 3 名の職員減となってしまった。し
かしながら、生徒には歪みが及ばず、先生
方の負担を軽減しながら学校運営を進めて
いきたい。ご協力をよろしくお願いします。

令和４年度

第63回富士見台中体育祭
ー富士見市政制定50周年記念ー

2022.05,21(土)開催決定
今年度の体育祭･･･5/21 土の開催が決定した。■土

曜日開催だ、多くの保護者の方に見に来てほしいと考
えている。■全学年５学級と純粋に平等な色団が組め
る。団の勝ち負けにこだわることができると言うこと
だ。今年度の体育祭は、徹底的に勝負にこだわろうと
思う。■だから「縦割り」が燃える。色団の意地をか
けて勝利をつかみ取れ･･･。であるのなら、重要なの
は色団の団結により、どれだけ先輩が後輩を引っ張っ
ていけるかだ･･･。ここ２年間、縦割り色が薄れてい
る。■赤ジャ諸君！「コロナ世代だからなぁ･･･」な
んて言わせるな。■緑ジャ諸君！あなたたちが青と赤
の接着剤だ！■青ジャ諸君！先輩について行けるの
か？泣くなよ･･･！
しかしながらまだまだ 100%の体育祭とはいきませ

ん。感染拡大防止にも万全を期します。そんな中でも
ベストのパフォーマンスを保護者の方々に披露できる
と台中生を信じています。詳細については追って連絡
しまので、どうか楽しみにしていたください。

新入生に知ってほしい･･･先輩たちが思う･･･

富士見台中学校の「強み！」

１位／何にでも一生懸命！
■台中生は何に対しても一生懸命、全力で
取り組む。少し力を抜いてリラックスす
ることなどできない。何に対してもガチ
ガチに力み燃え尽きる･･･。

２位／心のこもった「あいさつ」
■台中生はあいさつがコミュニケーション
のスタートであることを理解している。
だから、いつ、どこででも、誰に対して
も心のこもったあいさつができる。

３位／先生方のことが大好き！
■台中生は、学校生活に寄り添い支えてく
れる先生たちのことが大好きだ。ついつ
い甘えてしまう(？)こともあるかも知れ
ないが、心の底から先生方を「信頼
している。だから、、毎日が楽しいんだ。

３年生が受験の面接で発する台中への思いだ。
こんなにも台中のことを愛してくれているから、
いつも先輩たちは笑顔でいられるんだ。新入生も
早く「とのやまSpirits」を感じてほしい。


