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１．学校教育目標

◯創造性豊かな生徒 校訓

◯心豊かな生徒 ～より聡く より美しく より逞しく～
◯社会に貢献できる生徒

２．学校教育ビジョン

『未来を、たくましく生き抜ける生徒』の育成
（１）自立→自分の夢や目標を持ち、それを形にできる生徒。（「自立型人間」の育成）

（２）貢献→自分の力を集団のために発揮できる生徒。（自己有用感を高める）

（３）創造→仲間との協働や対話を通して、新しい価値を創造できる生徒。

3, スローガン ～生徒も先生も、自ら輝く学校～

石橋中学校勤務７年目、校長２年目になります田熊利光と申します。昨年度に引き続き、生

徒の成長と幸せのために全力で頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。さて、令和４

年４月８日（金）１９５名の新入生が入学しました。今年度は、全校生徒数６０３名、教職員

数４6名でのスタートとなります。今年度も、全教職員で石橋中学校の教育に全力で当たらせ

ていただきます。どうぞよろしくお願い致します。ここで、本校の職員組織をお知らせします。

校内組織

校 長 田熊 利光 国語 第２学年 主任 鯨 昭文 数学

教 頭 齋藤 佳代子 国語 ２年１組担任 渡邊 沙織 英語

教務主任 秋山 実 数学 ２年２組担任 稲垣 和希 英語

生徒指導主事 武井 一浩 保体 ２年３組担任 河内 まりな 家庭

進路指導主事 井口 康子 美術 ２年４組担任 高橋 謙人 社会

学習指導主任 小林 秀敏 数学 ２年５組担任 土屋 周平 保体

栄養教諭 大島 久美子 ２年６組担任 大山 直歩 数学

保健主事 渡邊 沙織 英語 ２学年副担任 君島 恵 理科

養護助教諭 髙田 珠希 ２学年副担任 安田 昴平 理科

事 務 長 矢口 裕子

公 仕 池田 幸雄 第３学年 主任 松本 美知子 社会

学校支援員（介助） 根本 扶美江 ３年１組担任 大谷 美由紀 国語

学校支援員（図書） 伊東 真理子 ３年２組担任 大橋 崇人 理科

ＡＬＴ マイムナ・モハマド 英語 ３年３組担任 奥村 哲平 社会

スクールカウンセラー 小野 薫 ３年４組担任 大橋 俊介 保体

初任者指導教員 坂口 修 数学 ３年５組担任 田中 忍 理科

初任研後補充 石嶋 和夫 社会 ３年６組担任 板倉 幸輝 国語

初任研後補充 未 定 理科 ３学年副担任 小林 秀敏 数学

学年組織 ３学年副担任 黒川 真弓 英語

第１学年 主任 茅島 敦 技術

１年１組担任 川端 潤一 英語

１年２組担任 上野 未知 保体 特別支援学級主任 近澤 陽子 国語

１年３組担任 中島 愛美 音楽 ７組担任 栗山 直子 家庭

１年４組担任 塙 紀幸 数学 ８組担任 豊田 憲 保体

１年５組担任 増田 桃子 音楽 ９組担任 加藤 美和子 英語

１年６組担任 小﨑 良行 国語

１学年副担任 栗山 慶太 国語 どうぞ、よろしくお願いいたします。
１学年副担任 平田 順之 社会



部活動顧問

野球 板倉幸輝・秋山実 ハンドボール 武井一浩・君島恵

男子バスケット 稲垣和希・加藤美和子 バドミントン 小林秀敏・土屋周平

女子バスケット 塙紀幸・大山直歩 男子バレーボール 高橋謙人・近澤陽子

女子バレーボール 田中忍・河内まりな 陸上 鯨昭文・松本美知子

男子ソフトテニス 奥村哲平・川端潤一 柔道 小﨑良行・豊田憲

女子ソフトテニス 黒川真弓・大谷美由紀 吹奏楽 中島愛美・増田桃子

卓球 大橋崇人・栗山慶太 科学 茅島敦

剣道 上野未知・平田順之 美術 井口康子

サッカー 大橋俊介・安田昴平 家庭 渡邊沙織・栗山直子

４月８日（金）に広

瀬市長様、髙野ＰＴＡ

会長様をご来賓にお迎

えして、令和４年度入学式を実施しまし

た。入学式は、感染症対策のため、簡素

化した形での実施となりました。新入生

は、担任の先生より呼名され、「はい」と

いう返事の中にも緊張感があり、そして

「これから頑張るぞ！」という気持ちが

伝わってきました。「自立・貢献・創造」を意識し、「利他の精神」を学び、人として大きく成

長して欲しいと思います。生徒会役員さんたちが、春休みに集まって、かわいい後輩たちのた

めに創り上げた石橋中紹介動画と説明は、とても素晴らしかったです。「利他の精神」＝人の

ために頑張ることが、自分の幸せに繋がることを実践している生徒会役員のみなさん、本当に

ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

入学式に先立って、新３年生、新２年生は始業式を行いました。私から、

昨年度の３年生が示してくれた４つの価値観を大切にしよう、という話をし

ました。①「真面目がかっこいい・本気がかっこいい」 卒業生たちは何事に

も全力で取り組みました。運動会も合唱も部活動も、皆さんは「先輩たちの姿に感動し、先輩

たちのようになりたい」と思ったはずです。今度は、皆さんが、後輩にそう思われる番です。

バトンは引き継がれたはずです。②「凡事徹底」誰にでもできる当たり前のことを、誰にもま

ねができないくらい徹底して磨きをかけることで「凡事」が「非凡」に変わること。挨拶一つ

でも心を込めて「おはようございます」「こんにちは」「ありがとうございます」と言えれば、

言われた人は感動すること。③「何事も勇気を持って挑戦し創造する」こと。昨年度の卒業式

は、コロナ禍ではありましたが、感染防止を徹底して、全員主役の卒業式をみんなで創造する

ことができました。在校生からの感動サプライズは素敵でした。また、卒業生の呼びかけや合

唱は圧巻でした。あのような、卒業式ができるように、１日１日を大切にして頑張っていきま

しょう。始業式では言いませんでしたが、授業でも、男女の壁がなく、誰も一人にしない支え

合う「学び合いの授業」を通して、新たな価値を創造する楽しさ・充実感・感動を味わえるの

も、石橋中学校の良さだと思います。そして、④「心のコップは上向きに」＝素直な心で、何

でも吸収して成長しましょう。

最後にもう一つ。 入学式で新入生に伝えた「利他の精神」を大切な価値観として、全校生徒
で共有しましょう。「利他の精神」は、みんなが幸せになるための大切な哲学です。



お知らせ

◎入学式の様子を「ＦＭゆうがお」の方が取材に来ました。
番組名「アフターヌーンプラザ」で４月１３日(水)１５：００から放送予定です。

◎「ステップルーム」開設
本年度から、様々な理由で教室に入れない生徒のために、３階の一番西の教室を「ステ

ップルーム」という名前にして開設します。希望があれば、担任の先生まで申し出てく

ださい。

新型コロナ感染症拡大防止対策について

○不要・不急の外出は控え、感染防止に努めてください。

○ご家庭においても咳エチケットや手洗い等の感染症対策をお願いいたします。

○定期的な検温などの健康観察をお願いいたします。

○お子さんやご家族の皆様に気になる症状が見られたときは、県南健康福祉センター

等の相談窓口に連絡し、指示を仰いでください。

○相談した結果、専門医療機関での受診を勧められた場合は、受診していただくとと

もに、学校にもご連絡ください。

【下野市にお住まいの方の相談窓口】

〇県南健康福祉センター（夜間･休日も受付）

電話番号：０２８５－２２－０３０２
【その他の電話相談窓口】

○厚生労働省の電話相談窓口（受付時間：９：００～２１：００ 土日･祝日も対応）

電話番号：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル）


