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目標に向かって粘り強く取組む 

～ 「心の感染」にも気をつけて ～             校長  松本 忠司 
     

 新年度が始まり二ヶ月が経ってしまいましたが、ようやく学校を再開することができました。これまで新型

コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に、ご理解とご協力をいただき、どうもありがとうございました。 

 私は、４月に校長として着任をいたしました松本忠司と申します。前任の狩野校長に引き続き、この秋葉中

学校でよりよい教育活動が実践できるよう、教職員はじめ皆様とともに尽力していきたいと考えています。 

また学校は再開いたしましたが、これからも新型コロナウイルスの感染予防を含め、安全に配慮した教育活動

をすすめてまいります。今後とも皆様のご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルスの感染予防には、こまめな手洗いや、密閉・密集・密接の「3 つの密」を避けることが

大切であることは言うまでもありません。また心のケアの専門家は「心の感染」にも注意が必要だと指摘して

います。日本赤十字社は「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」

の中で、「コロナウイルスには『３つの“感染症”の顔』があり、私たちは気づかないうちに影響を受けている」

と発信をしています。第 1 の顔は「ウイルスがもたらす病気」、第 2 の顔は「誰しも病気にかかりたくないと

いう不安」、そして第 3 の顔は「差別」です。専門家は、「ウイルスは病気しか引き起こしません。でも実は、

不安になったり、それが理由で差別してしまったりというのは、人間の心の中から生まれてきます。人はだれ

にも病気にかかりたくないという不安があります。また人には、目に見えないものをとても恐れる心理が強く

働きます。見えない敵がどこに潜んでいるかわからない、そういう状況は、恐れとか不安を非常に喚起させま

す。しかしウイルスは目に見えないので敵として認識しにくい。だから、それが感染者とか地域とか医療者な

どとして見えた時に敵として認識しやすくなってしまい、これが差別を生む要因となります。また差別の意識

は人を受診からも遠ざけ、それが病気の拡散を招き、結果として医

療の弱体化につながっていく。そしてこの 3 つが負の連鎖になって

いる。」と指摘をしています。私たちは、この「心の感染」にいち

早く気づき、皆で防いでいきたいものです。   

新年度をスタートするにあたって、始業式では生徒に「ぜひ自分

なりの目標を立て、それを意識しながら、これからの学校生活を過

ごしてほしい。」という話をしました。また秋葉中学校にも「目標」

があり、「自主 創造 共生」という言葉とともに、次の４つで表

されています。 

 ○自らの可能性を求め、課題解決に向け粘り強く取組む力 

 ○相手の人格を大切にし、正しく判断し行動する力 

 ○すべてのいのちを大切にし、健康でたくましい体や豊かな感性 

 ○あいさつを大切にし、社会への視野を広げ、共に生きる力 

この「学校教育目標」は、毎日の学校生活を送るうえで、生徒たちに意識して欲しいことですが、将来きっと

必要になる力でもあります。しばらくの期間は制限された中での学校生活になってしまいますが、ぜひ意思を

強く持ち、「目標に向かって粘り強く取組む」ことで、自らの成長につなげていってほしいと願っています。 



令和２年度 職員紹介

校 長 松本 忠司 副校長 鈴木 博道 ・ 遠藤 秀紀

学年組 １ 年 ２ 年 ３ 年

学年主任 戸田 一弘（理科） 佐藤 公章（数学） 笠井 清隆（英語）

１組担任 川口 雪枝（国語） 稲村奈津美（社会） 森園 倫成（理科）

２組担任 田村摩利恵（音楽） 渡邊由美子（国語） 佐藤 美見（国語）

３組担任 荒木 響子（数学） 佐々木太一（保体） 佐藤由紀子（保体）

４組担任 大垣 智子（英語） 伊藤 朋美（英語） 山中 康平（技術）

５組担任 高橋 裕太（保体） 谷口 恵美（数学）

７組担任 安江 茂樹 ・ 大村 文子 ・ 尾崎 将弘

高﨑 忠祉（社会）
副担任 平沼 浩之（保体） 本間 信也（理科） ＜１・２組＞

＜１・２組＞ ＜１・２組＞ 藤本 孝幸（数学）
戸田 一弘（再掲） ＜３組＞

＜３組＞ 並木 浩 （美術） 笠井 清隆（再掲）

本間健太郎（社会） ＜３・４組＞ ＜４・５組＞
＜４・５組＞ 大窪 和代（英語）

非常勤講師 堅持 孝子（家庭） ＡＥＴ Shawn Coleman

生徒指導専任 菱沼 直也（国語） 進路指導主任 藤本 孝幸（再掲）

養護教諭 岡田 愛美 事務職員 山内 恵子

学校用務員 星野 玉青 ・ 桑島富士男

カウンセラー 畠山 淳子 学校司書 南條 しの女

特別支援コーディネーター 安江 茂樹 ・ 佐藤由紀子 ・ 菱沼 直也

職員室業務アシスタント 齋藤 裕之 ＹＴサポーター 浅羽 幸雄

＊遠藤 秀紀 副校長が令和２年６月１日付で復職いたしました。

＊小越 華恵 養護教諭と、神尾 知美 教諭は、本年度産育休となります。

＊奥貫 太一 教諭は、昨年に引き続き海外日本人学校に派遣されています。



離退任職員のお知らせ

狩野 久幸 校長 退職

鳥飼 真人 主幹教諭 岡村中学校へ（副校長）

山川 賢 教諭 岡村中学校へ

細田 賢司 教諭 小田中学校へ

Ophiela Clayton AET 岩崎中学校へ

着任職員の紹介

松本 忠司 校長 太尾小学校より

渡邊由美子 教諭 洋光台第一中学校より

本間健太郎 教諭 深谷中学校より

大窪 和代 教諭 名瀬中学校より

荒木 響子 教諭 新採用

岡田 愛美 養護教諭 南戸塚中学校より

Shawn Coleman AET 境木中学校より

【各種相談窓口のお知らせ】

〇学校生活全般について

＜生徒指導専任＞ 菱沼 直也 電話番号：（811）6773
〇カウンセリング（毎週火曜日９時３０分～１７時）

＜スクールカウンセラー＞ 畠山 淳子 直通電話：（811）8903
〇特別支援教育に関すること

＜特別支援コーディネーター＞安江 茂樹・佐藤由紀子・菱沼 直也

電話番号：（811）6773
〇学校におけるセクシュアル・ハラスメント

＜養護教諭＞ 岡田 愛美 ・ ＜副校長＞ 鈴木 博道

＜生徒指導専任＞ 菱沼 直也 電話番号：（811）6773
＜教育総合センター 一般教育相談＞（月～金９時～１７時）

電話番号：（671）3726



４月６日（月）の午後、入学式が行われました。今年度の入学式は国内の新

入 学 式 型コロナウイルス感染拡大のため、保護者の方々をはじめ、ご来賓の方々や在

校生の参列を控えていただいたり、次第を簡略化したりするなどの対応をして

行いました。先生方に見守られながら、今年度は１７６名の新入生を迎えました。新入生代表の希望

に満ちた誓いの言葉が館内に爽やかに響き渡り、厳粛な中にも心温まる式になりました。

入学式翌日の４月７日（火）は、着任式・始業式・対面

着 任 式 ・ 始 業 式 式が校内放送で行われました。新たに着任した松本校長先

生をはじめ各先生方のお話や新学年所属先生方の紹介など

がなされた後、対面式として在校生と新入生の代表生徒が代表としての言葉を述べました。その後、

各学級では学級活動が行われ、進級した実感と新年度への決意を新たにする時間となりました。

今後の主な予定

【第一期】６月１日（月）～12日（金）

・各学級等を出席番号で奇数・偶数の２つのグループに分けて、午前ないし午後に

交互に登校します。昼食・部活動はありません。

・個別支援学級在籍の生徒は全員、すべて午前登校となります。

・午前の登校時間は８時25分～８時40分（着席完了）です。

午後の登校時間は12時45分～13時00分（着席完了）です。

【第二期】６月15日（月）～30日（火）

・全日での短縮授業開始。昼食ありで部活動はありません。

※６月17日（水）～26日（金）に三者面談を予定しております。

＊令和２年度就学援助申請の追加受付を実施しています。申請希望の方は６月４日（木）

までに事務室へ必要書類をご提出ください。７月下旬以降は随時受付予定です。
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