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文 責 教 頭

新入生１５０名を迎え、令和４年度がスタートしました
４月８日（金）、１５０名の新入生を迎え、入学式が挙行されました。今年は、利府中

の体育館が地震で破損したため、お隣のリフノスをお借りしての開催となりました。
新入生たちは、初めは緊張した面持ちでしたが、これから始まる中学校生活への

期待を胸に、立派な態度で式に臨むことができました。
ぜひ、これまでの歴史と伝統を引き継ぎながら、新たな利府中学校を全校生徒４９７名で創り上げていって

ほしいと思います。

入学式『式辞』より ～一部抜粋～
利府中学校 校長 熊谷 正広

歴史と伝統のある利府中学校に入学した１５０名の新入生のみな
さん、入学おめでとうございます。
慣れ親しんだ小学校の生活から、未知の世界である中学校の生活

へ踏み出すみなさんの心は、不安と期待で一杯だと思います。最近の
世の中の状況を考えると、不安に感じることのほうが多いのかもしれません。でも、どうか、心配せず思い
切って中学校の生活に飛び込み、自分の可能性を確かめてください。
ところで、中学校生活のスタートに当たり、これから３年間努力してほしいことを３つお話しします。
１つ目は、「自分を高める」ということです。いつも今の自分にプラスワンしていくことを心掛けてほ

しいと思います。これから始まる中学校での生活では、たくさんのことを学びます。「知識」と、それを 「活用」
する方法を身に付けることが「自分を高めること」につながります。そのためには、自分から進んで学ぶ姿
勢が必要です。自分の弱さに負けることなく、いろいろな「学び」 に取り組んでください。
２つ目は、「高め合う」ということです。人は、一人だけで生きているわけではありません。周囲の人たち

と、足りない部分を補い合ったり、周囲の人たちと接することでいろいろなことに気づいたりしながら、生活
しています。中学校生活の中で、友だちを思い、友だちのために何ができるかを考え行動してほしいと考
えます。そして、お互いの個性を認め合い、お互いに高め合う関係をつくってください。
３つ目は、「夢」や「希望」を持つということです。人が前に進むとき、「夢」や「希望」が大きなエネルギ

ーとなります。あきらめないで物事をやり抜くときの力にもなると思います。もうすでに持っている人はそ
れを大切にすること、そしてまだ見つけていない人は、３年間の中で探す努力をすることを期待しています。
ご家族の皆様に申し上げます。子どもたちは、今まさに思春期を迎えます。悩んだり、落ち込んだり、反

発したりすることもあるでしょう。しかし、そのような心の葛藤を繰り返しながら成長していきます。
ご家族の皆様におかれましては、話をじっくり聞いたり、励ましたりと、子どもたちが自分の力で進んで

いけるよう見守り、励ましていただきたいと思います。
また、学校とご家庭が同じ歩調で子どもたちの成長を支えていくことが大切です。様々なことを学校に

お話しいただければと思います。

《 ４月の主な行事予定 》

８日(金) １学期始業式、入学式 １９日(火) 全国学力・学習状況調査(３年)
１１日(月) 副教材集金日、給食開始 ２１日(木) 専門委員会
１２日(火) 副教材配付日 ２７日(水) 眼科検診
１３日(水) 対面式、生徒写真撮影 ２８日(木) 部活動集会
１５日(金) 身体測定、部活動見学開始 ２９日(金) 昭和の日
１８日(月) 中央委員会 ３０日(土) 授業参観・学年学級懇談会・弁当日

 

 校木：すずかけの木 



《 令和４年度の利府中学校教職員の紹介 》 よろしくお願いいたします！

No 職名･主担当 氏名 教科等 部活動 No 職名･主担当 氏名 教科等 部活動

１ 校 長 熊谷 正広 21 いちょう学級 狩野 彩 特支･英語 吹奏楽

２ 教 頭 新田 努 数学 22 ２年副担任 阿部 真広 社会 卓球

３ 主幹教諭 横澤 美之 国語 校外活動 23 ２年副担任 千葉 孝一 理科 社会部

特別支援 24 ３学年主任 結城 治郎 英語 合唱
４ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ ｰ 田中 靖子 特支･社会 卓球

ポプラ学級 25 ３の１担任 阿部 輔 英語 テニス

５ １学年主任 大友 康弘 国語 バレー 26 ３の２担任 脇田梨花子 数学 吹奏楽

６ １の１担任 渡邊 知子 英語 バレー 27 ３の３担任 芳賀聡太郎 保体 ソフト

７ １の２担任 庄司 貴紘 保体 サッカー 28 ３の４担任 鈴木 美保 理科 弓道

８ １の３担任 高橋 宏行 理科 卓球 29 ３の５担任 武田 裕光 社会 バスケ

９ １の４担任 笠松 瞳 社会 陸上･駅伝･水泳 30 すずかけ学級 狩野 美織 特支･家庭 美術

10 １の５担任 岡本 悠弥 数学 サッカー 31 ３年副担任 佐藤 純 数学 美術

11 ポプラ学級 武山 仁美 特支･音楽 合唱 32 ３年副担任 大槻 水明 国語 剣道

12 すずかけ学級 中田 直志 特支･技術 野球 33 養護教諭 島田 和枝

13 １年副担任 星 智裕 数学 ソフト 34 主 査 鈴木 佳美

14 ２学年主任 野田 貴洋 理科 テニス 35 主任業務員 山上 由味

15 ２学年副主任 平田 順子 国語 社会部 36 図書業務員 長谷川克己

16 ２の１担任 手塚 雄介 数学 野球 37 特支支援員 土佐 知子

17 ２の２担任 鈴木真由美 英語 バスケ 38 学びｻﾎﾟｰﾀｰ 小野 弘之

18 ２の３担任 柴田 隼人 保体 剣道 39 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 菊地 由貴

19 ２の４担任 熊谷 育実 音楽 吹奏楽 40 齋藤 秀峰 ※東北大学大学院

20 ２の５担任 畠山 治 美術 弓道 41 村山 杏樹 ※育児休業

新型コロナウイルス感染症への対応、引き続きご協力をお願いします

①朝の検温・健康観察カードへの記入、マスク着用(不織布推奨)をお願いします。

②生徒本人、同居の家族がＰＣＲ検査の対象となった場合は、学校まで連絡ください。

③生徒本人がＰＣＲ検査の対象、又は発熱等かぜ症状がある場合は登校を控えさせてください。

④同居の家族がＰＣＲ検査の対象、又は発熱等かぜ症状がある場合は登校を控えさせてください｡

毎日の教科書類の持ち帰りについて ～主体的な家庭学習を目指して～

主体的な家庭学習を目指して、今年度から教科書類の持ち帰りを学校で細かく指定せず、必要

な物を自分でしっかり考えさせていきたいと思います。学力向上の基本は毎日の反復練習です。

特に授業で学習した内容をその日のうちに復習することは、最も効果的な学習方法です。ぜひ、

ご家庭でも家庭学習についてお声掛けをお願いします。

女子生徒のスラックス着用について

動きやすさや防寒対策などから、女子生徒のスラックス着用について問合せがありました。本校

では着用を認めております。取扱店では男子用のスラックス、女子用のスラックスから選べると

聞いています。希望する場合は、ぜひ取扱店に相談してみてください。

〔利府町立利府中学校〕

〒 981-0103 宮城郡利府町森郷字古戸６
Tel： 022-356-2116 Fax： 022-356-9976
E-Ma i l： r i fu- jh@r i fu .ed . jp
ht tp :/ /www.r i fu .ed . jp/r i fu- jh/
＊ 「 利府中だより」は学校のホームページにも掲載します。


