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学校教育目標
・意欲をもち 自主的に学習する生徒
・人と郷土を愛し 進んで奉仕する生徒
・健康で はつらつとした生徒

＜卒業生 最後の合唱＞

≪よろしくお願いします！（その２）≫
前号に引き続き、今年度、国分寺中学校に来られた先生方の赴任の挨拶です。
＜万年 穂 教諭＞

この度、新規採用教員として勤務することになりました。温かい先生方と生徒達に囲まれて毎
日を過ごせることを嬉しく思います。私のモットーは、“前向きに”です。大変なこと、辛いこ
ともあるとは思いますが、生徒が良い方向へ進んでいける後押しをしていけたらと思います。生
徒と共に成長していける１年にできるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。
（今年度の新規採用教員）

＜草刈 勇貴 教諭＞
初めまして。新規採用教員として今年から国分寺中学校にまいりました、草刈勇貴と申しま

す。至らない点も多々あるかと思いますが、生徒の皆さんが学校に行くのがもっと楽しみになる
ように頑張りたいと思っています。生徒の皆さんに最も年齢が近い教員なので、趣味の話など、
あらゆる話題について話を聞きたいです。皆さんよろしくお願いいたします。
（今年度の新規採用教員）

＜郡司 祥 主事＞
今年度、事務職員になりました、郡司 祥と申します。昨年度まで社会人として就労していま

したので、学校での働き方や、児童生徒並びに保護者の皆様への対応に不慣れな部分があり、ご
迷惑をお掛けしてしまうこともあると思います。１日でも早く学校に慣れて、今までの経験を生
かし、皆様のために貢献できればと思います。よろしくお願いいたします。
（今年度の新規採用事務職員）

＜近野 裕之 教諭＞
一昨年度に引き続き、今年度も初任者指導教員として週３日勤務させていただくことになり、

大変嬉しい気持ちです。新採１年目の先生の授業を参観しながら、生徒の皆さんと一緒に勉強さ
せていただきます。礼儀正しく、学習意欲が高く、行事に本気で取り組む国中生の姿を見られる
のがとても楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。
（昨年度は、壬生町立壬生中学校と石橋中学校に勤務）

＜宇賀神 志帆 講師＞
小山第三中学校からまいりました、宇賀神志帆と申します。学年は１学年、担当教科は理科で

す。理科のおもしろさを生徒に伝え、生徒と行事や学校生活を通して関わりをもち、生徒たちの
成長を見守っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
（昨年度は、小山市立小山第三中学校に勤務）

＜宮坂 善子 学校生活支援員＞
国分寺東小学校から異動してまいりました、学校生活支援員（図書）の宮坂善子です。国分寺

中学校の図書館が、読書の楽しみとともに、学習に役立つ資料も提供できる場であるように、私
自身も学びながら精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
（国分寺東小学校から異動）

＜※「転入者や新採者からの挨拶」は、次号以降にも掲載します。＞

≪立派に巣立っていきました！≫
３月１０日(火)、本校体育館を式場に、「令和元年度 第７３回卒業式」を挙行しました。男子８４

名、女子７４名、計１５８名の卒業生を、新たな世界へと送り出すことができました。山中庄一副市
長並びに、飯野不二雄ＰＴＡ会長をご来賓に迎え、厳粛な雰囲気の中、式は執り行われました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、規模を縮小、時間を短縮しての開催となりまし

た。まず、出席者は、卒業生並びにその保護者、教職員、ご来賓も２名のみとさせていただきました。
式の内容も努めて簡略化を図り、４０分程度で終了しました。また、その後のセレモニーにおいても、
全体での呼びかけはなくし、個人の呼びかけをつなぐ形としました。今回、多くの人に出席いただき



時間をかけて盛大に送り出すことはできませんでしたが、例年と同じように、内容がぎっしりと詰ま
った、大変感動的な卒業式にすることができたように思います。
また、やはり感染症予防のため、式中の国歌や校歌等の合唱もなくしました。そこで、最後の学活

終了後、生徒昇降口前に卒業生全員が再び集合し、校庭に向かって『あなたへ』の曲を合唱しました。
中学校生活のフィナーレを飾る、大変素晴らしい合唱でした。

○学校長式辞
‥‥（略）‥‥ 。現在、我が国が、そして全世界がその対応に追われている新型コロナウイルスです
が、その他にも、地球温暖化の影響による異常気象の多発、人工知能の発達・普及による人々の生活の変
革、国同士の対立による国際情勢の緊張など、これからの世界には課題が多く存在し、また、社会も急速
に変化していくことでしょう。そのような状況の中、私たちは、毎日の生活を送っていかなければなりま
せんが、ここにいる卒業生の皆さんなら、きっと、たくましく生き抜いて、豊かな生活を送ってくれるも
のと期待しています。きっと、私だけではないと思いますが、皆さんの学校での生活を見ていて、感心さ
せられることが度々ありました。
些細なこと、言い換えれば、当たり前のことをも決して疎かにすることなく、何事にも一生懸命に取り

組む姿。あいさつ、返事、人の話を聴く姿勢、清掃、整理整頓など、人間としての基礎・基本が、しっか
りと身に付いています。また、運動会や秋輝祭などでは、友人たちとよく協力し、下級生の良き手本とな
りながら、自主的に練習や準備に取り組む姿。「学校行事に夢中で取り組む」国中の伝統を確実に引き継
いでくれました。あるいは、部活動。対戦相手や結果に関係なく、最後の最後まで頑張る姿。周囲の人達
に大きな感動を与えてくれました。そして、常に、他人への思いやりや感謝の気持ちに富む姿。きっと、
本日も、皆さんの心の中は、これまでお世話になった、お家の方や先生、そして、友人たちなどに対す
る、感謝の気持ちに満ちあふれていることと思います。
そのような皆さんですから、十年後、二十年後、一人一人が、その時置かれた立場において、大いに活

躍しているものと信じています。私も長生きをして、皆さんの活躍する姿や話を、楽しみに待ちたいと思
います。‥‥（略）‥‥
○来賓祝辞（市長祝辞）
‥‥（略）‥‥。出会いはまったくの偶然ですが、別れは必然です。今日はその別れを一人一人十分に噛
み締めてみてください。そして、今日ここに卒業という喜ばしい日を迎えることができたのは、皆さん一
人一人の努力はもちろんですが、毎日温かく見守ってくれたご家族や地域の方々、皆さんを教え導いてく
ださった校長先生をはじめ諸先生方の支えがあったことを忘れずにいてほしいと思います。
さて、今、世界的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が広がり、日本国内においても予断を許さな

い状況が続いています。このような状況の中での卒業式は、今まで誰も経験したことがありません。皆さ
んにとっても、私達にとっても、大変な試練であると思っております。こんな時だからこそ、皆さんの立
派な姿を見て、大変勇気付けられました。皆さんならきっと、困難に立ち向かう勇気を持った若者になれ
ると思っております。
本来であれば、もっとたくさんの言葉で皆さんにお祝いを申し上げたいところですが、その分、心をこ

めてお祝いの言葉を贈ります。皆さんが夢に向かってチャレンジし、大きく羽ばたくことを心から願って
います。‥‥（略）‥‥。

＜最後の学活の様子＞

＜卒業生全体写真＞

＜※次ページに続きます。＞



≪昨年度３月の表彰の記録です！≫

◆栃木県優秀選手表彰 (柔道)古河 流輝
◆体育運動優良生徒表彰 井元 瑞穂、関口 波瑠
◆下都賀地区優秀選手表彰

(陸上競技)嘉久和 有馬、江田 圭汰、井元 瑞穂、西松 涼介、橋本 磨凛、石井 達也
(野球)篠原 豪心、神山 由翔、中島 蓮久 (男子バスケットボール)増田 龍真
(バレーボール)齋藤 希々加 (サッカー)村田 真聡、関根 悠人
(男子ソフトテニス)山中 翔希、飯野 幸太、櫻井 元夢、大野 晃世
(女子ソフトテニス)萩原 杏理、佐藤 花、齋藤 桜希、落合 彩帆 (水泳競技)関口 波瑠
(卓球)中根 弘貴、三柴 和、落合 洸葵 (バドミントン)熊倉 沙英、吉川 七海
(柔道)手塚 涼太、大久保 友樹、野澤 美祐希、池田 慶悟、大賀 夏帆、坂入 有哉
(剣道)手塚 光太郎、見山 正剛

◆下都賀支部優秀選手表彰
(陸上競技)牧野 百華、滝田 久佳 (野球)吉田 秀成、舘野 真輝、小林 拓海
(サッカー)中澤 誠太、竹内 漣、武藤 太一 (女子バスケットボール)三柴 優姫、野口 仁菜
(男子ソフトテニス)倉田 景心、浅見 柊吾、永田 雄大、篠原 大河
(女子ソフトテニス)田村 千夏、石井 愛美、岡田 渚子、伊沢 愛琉
(バレーボール)吉田 雅、遠藤 萌、中新井 咲良 (バドミントン)横塚 玲那、倉持 心寧
(男子バスケットボール)井上 宙也、髙橋 志仁、山中 青 (剣道)小倉 七恵
(卓球)若林 翼、大垣 天聖、田名網 亮太、稲葉 寛幸、山﨑 菜央

◆栃木県教育委員会表彰 大野 晃世、齋藤 淳哉、池田 穂音
◆栃木県吹奏楽連盟賞 大橋 美希、田口 純怜、諸留 千拓、大越 ひかり、大田和 歩香

野沢 香乃、小貫 百々葉、真船 恋
◆国際ソロプチミスト善行生徒表彰 岡田 渚子、遠藤 真峰
◆下都賀地区中学校文化活動優良生徒表彰 田口 純怜、江田 みづき
◆下野市教育委員会善行篤行生徒表彰 齋藤 希々加、西松 涼介
◆下野市優秀優良者表彰 江田 圭汰、大野 晃世
◆下野市健康優良生徒表彰

井上 宙也、牧野 百華、江田 圭汰、吉田 雅、齋藤 桜希、山中 青、小林 拓海、
中新井 咲良、石井 達也、本橋 樹

◆珠算技能優秀賞 額賀 伶乙
◆下都賀教育美術展 学校賞（下野新聞社社長賞）
・デザインの部
(金賞)佐藤 芽依 (銀賞)松浦 美緒、吉野 輝星
(奨励賞)青木 優奈、吉田 梨里亜、江田 悠菜、小野寺 泰江、清水 優香、粕谷 純那、

福田 早希
(入選)神戸 一葉、熊倉 彩音、小林 紘大、高橋 康輝、田村 彩音、富永 瑠璃、

松本 和香、髙瀬 雷太
・絵画の部
(金賞)石井 愛美、橋本 瑚子、平柳 美姫
(銀賞)小谷野 龍舞、坂本 美佳、吉田 雅、大田和 步香
(銅賞)大賀 夏帆、田口 純怜、宮本 真宏、高橋 実希、伊澤 美来、狩野 竜也
(奨励賞)入江 向日葵、海老原 百咲、岡元 識樹、嘉久和 有馬、齋藤 希々加、

関和 那音、塚田 桃菜、牧野 百華、有吉 凜、遠藤 萌、大橋 美希、中根 弘貴、
神山 由翔、佐藤 花、高柳 芽依、生井 里佳、三柴 和、山中 青、江田 みづき、
大栗 さやか、大野 晃世、小林 拓海、石川 真衣、篠原 大河、鈴木 えな、
西松 涼介、橋本 磨凛、増田 龍真、吉川 七海、上野 有里佳、小川 美咲、
角田 勝太郎、日下部 采音、西松 花歩、稲葉 美海、落合 穂果、澤野 大希、
瀧澤 悠太、深谷 祐樹、松沢 由佳、村山 吟蒔、若林 美佑、倉井 麻華、
渡會 鼓太朗、田名部 瑠花、山口 萌采海

(入選)手塚 光太郎、中澤 誠太、若林 翼、伊沢 日那、江田 圭汰、小倉 七恵、
熊倉 優希、坂本 光紀、野村 ひより、浅見 柊吾、齋藤 桜希、髙橋 清音、
髙橋 寛人、野澤 美祐希、山家 旭翔、横塚 玲那、大森 藤輝、鈴木 爽伽、
檜山 琉那、光宗 亜季人、横山 凜、石井 達也、稲葉 流々、遠藤 真峰、
落合 彩帆、小貫 百々葉、伊東 月、大島 伸心、野澤 來姫、遠藤 大貴、
菊地 穂香、近藤 志音、佐藤 奈美樹、永井 孝太朗、一色 利穂、伊藤 愛華、
伊藤 大将、梅田 依茉、海老原 瑶、加藤 桜優、澤野 力也、五月女 海都、
高橋 佑恭、波多野 心奈、稲葉 葵、江口 駿斗、門前 蒼空、北村 俊介、
千葉 あやな、角田 翔、奈良田 実亜、福田 光、朴 奈淵、増山 美空、松井 瑞穂、
若林 春陽


