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ご進級、ご入学おめでとうございます！ 
4 月 7 日に新しい先生方の着任式と新２、新３年生の

みなさんの 1 学期始業式、４月１１日に新１年生のみな

さんを迎える入学式を無事終え、令和４年度の福南中学

校がスタートしました。 

生徒のみなさんは、一人一人がそれぞれの新しい学年

への「大きな期待」と「新たな決意」をもって新しい学

年の第一歩を踏み出したことだと思います。勉強や部活

動、委員会や係活動、各クラスでの取組や仲間づくりな

ど、頑張りたいことはさまざまだと思います。今の前向

きな気持ちを大切に日々取り組んで欲しいと思います。 

5 月の体育祭に向けての練習もスタートしました。３

年生の「うらじゃ」はすでに振り付けが完成し、学年全

体でよりよい演技にするために練習を重ねています。２

年生も広島研修に向けて着々と準備しています。１年生

も学校生活に少しずつ慣れ始めました。それぞれの学年

の段階に合わせ、努力を積み重ねていきましょう。 

みなさんと共に成長できる１年間にしていきたいと

思います。 

＜令和４年度 福南中学校教職員＞ 

１ 年 ２ 年 ３ 年 特別支援学級 

主任 土松加代子（家庭） 主任 高木 理行（数学） 主任 尾川登太郞（保体） G１ 難波光加莉（英語） 

A 長谷川雄大（社会） A 平田 浩基（国語） A 齋藤 祥吾（数学） G２ 小林  浩（数学） 

B 山下 侑記（理科） B   礼子（保体） B 景山 亜弓（英語） G３ 池田 直子（国語） 

C 石野 達哉（数学） C 野﨑あかり（国語） C 宮﨑由幹徳（社会） H 岡  智彦（技術） 

D 戸田 千景（英語） D 正保 皓平（社会） D 宮脇 泰平（理科） GH 学担 神垣  満（保体） 

学担 坂本 弥生（数学） 学担 坂上 仁志（音楽） 学担 清原 恵子（美術） ※主任・コーディネーター

は岡 先生です。   〃 宮国 大貴（理科） 〃 丸山 博樹（英語） 

  〃 落合 依子（理科） ※落合先生は 4/８より、産前休暇に入られています。 

 学 校 全 体 

※福南中学校の

先生方です。こ

のメンバーで頑

張ってきます。

よろしくお願い

いたします。 

 校長 柴田  司（数学） 学校司書 山根 理依 学校業務アシスト 杉山 詠香 

 教頭 綾野 珠紀（英語） 主任 大倉 一義 教科指導 青葉  堅（理科） 

 教務主任 岡本 享子（英語） 購買・PTA 事務 沼田実奈子 教科指導 吉田 幸子（社会） 

 生徒指導主事 長谷川仁則（保体） 不登校生徒支援員 岡田 節子 教科指導 太田 聖子（国語） 

 養護教諭 木村千佳子 スクールカウンセラー 福家 晴美 日本語指導 大野 耐子（国語） 

 主事 杉山 美幸 特別支援教育支援員 内山 素子 ALT 未 定（英語） 

 栄養教諭 小野 綾子 特別支援教育支援員 佐古 律子   

新しく着任した先生方 

名 前 教  科 前 任 校 

綾野 珠紀 教  頭 山南中学校 

長谷川仁則 保健体育 西大寺中学校 

戸田 千景 英  語 御南中学校 

石野 達哉 数  学 山南中学校 

野﨑あかり 国  語 竜操中学校 

丸山 博樹 英  語 吉備中学校 

神垣  満 保健体育 中山中学校 

坂上 仁志 音  楽 庄内小学校 

  礼子 保健体育 興除中学校 

宮国 大貴 理  科 新規採用 

青葉  堅 理  科 高松中学校 

吉田 幸子 社  会 光南台中学校 兼務 

太田 聖子 国  語 福浜中学校 

杉山 美幸 事 務 室 興除中学校 

大倉 一義 用 務 員 光南台中学校 

福家 晴美 スクールカウンセラー 新規採用 



令和４年度入学式 宣誓 R4.4.11 

ひと雨ごとに暖かさを増し、木々の芽も次第にふく

らみ始める今日のこの良き日に、新たな学び舎となる

福南中学校で入学式をみかえることができ、とても嬉

しく思います。 

思えばコロナ禍で、５年生、６年生では遠足や修学

旅行だけでなく地域の行事の縮小など、友達や地域の

人たちとの交流の場が制限されてしまい、不安な日々

を過ごしてきました。そういう中での新たな学校生活。

引き続き制限された学校生活がいつまで続くのだろ

うか、先輩方とも上手くやっていけるのだろうか、中

学校の授業にはついていけるのだろうか、など不安が

たくさんあります。それでも、そういう時期でも私た

ちは私たちなりにできることを精一杯やっていきた

いと思います。 

例えば、いま社会が一丸となって取り組まなければ

ならない SDGｓ。海外では、多くの子どもたちがつら

い思いをしている紛争が今も続いています。SDGｓの

目標の中に、人や国の不平等をなくそう。平和と公正

を全ての人に。というものがあります。世界で苦しん

でいる人の為に大きな事はできないかもしれません

が、自分たちができることを見つけて、率先して取り

組める人になれるよう、精一杯勉強していきたいと思

います。勉強だけではなく、部活動や行事などを通し

ご指導いただく先生方や先輩方、友達との交流を積み

重ねることで学べることがたくさんあると思います。 

これからの中学校生活３年間で、時には大きな困難

に直面するかもしれません。そのような時でも諦めず

に新しい友達や先輩方に支えていただきながらしっ

かりと前を向いて進んでいける、そういう人になって

いくことを誓います。 

最後になりましたが、本日はこのような入学式を行

っていただき本当にありがとうございます。校長先生

をはじめとする先生方、また先輩方、よろしくお願い

します。 

 

令和４年 ４月１１日 

    新入生代表  槇枝 雪央 

       代読  中野  結

 

令和４年度入学式 歓迎の言葉 R4.4.11 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。在

校生一同、心よりお祝い申し上げます。 

皆さんは、今日どんな気持ちでこの福南中学校に登

校して来られましたか。「もっと多くの友達を作りた

い」「部活動を頑張りたい」「良い成績をとりたい」な

ど、様々な目標をもっている人が多いと思います。ま

た、緊張と不安でいっぱいの人も多いと思います。私

が入学したときも同じ様に緊張と不安でいっぱいで

した。しかし、先生方や先輩方が手助けをしてくださ

いました。今度は私達が手助けをします。大丈夫です。 

 

 

安心して楽しい中学校生活を一緒に送っていきまし

ょう。 

さて、私が新入生の皆さんに伝えたい事が一つだけ

あります。それは「人を頼って欲しい」という事です。

私は SNS でこのような投稿を見つけました。「子ども

の頃親から『人に迷惑をかけてはいけない』と私は教

わった。インドでは子どもに『あなたは人に迷惑をか

けて生きるのだから人の事も許してあげなさい』と教

えるそうだ。人は迷惑をかけながらでしか生きられな

い」と。私は一年生から今まで学級委員長を務めてい



ますが、やめたいと思う事が何度もありました。特に

二年生では失敗が多く、先生方から注意を受ける事も、

度々あり「私が学級委員長でいいのだろうか」と自分

に対し自信を無くしてしまった事がありました。その

とき一人の親友に気持ちを打ち明けるとその親友は

ただ黙って聞いてくれました。すると自然と心が軽く

なり、もう少し頑張ろうという気持ちになりました。

そして、失敗を繰り返しながら今も学級委員長を務め

る事ができています。 

皆さんが信頼している人は誰ですか。家族、親友、

幼なじみ。人それぞれ異なる答えがあると思います。

今、あなたが思い浮かべた人に何でも話し、相談して

ください。私達先輩にも頼ってください。たくさん迷

惑をかけてください。迷惑をかけた分、周りの人が辛

い状況にあるなら静かに話を聞いてあげてください。

中学生は様々な問題にぶつかりやすいものです。「人

を頼る」簡単に言っているようですが、これはとても

難しい事です。しかし、これが問題をのりこえる最大

の秘訣です。誰か一人でもいいので信じ、頼ってくだ

さい。感謝の気持ちを忘れないでください。そして、

頼れる人達を大切な宝としてください。 

今私達は「新福南＃福南かえちゃいませんか」とい

う生徒会スローガンのもと学校生活を送っています。

中学校では部活動、委員会活動、体育祭や校外研修な

ど、皆さんの活躍する場がたくさんあります。今はコ

ロナ禍であるため、例年通りの活動ができていません。

しかし、先生方や生徒会執行部を中心に、全校生徒が

参加でき、楽しみ、学びを得られる機会を考えていま

す。積極的に参加して皆さんも一緒に福南中学校を盛

り上げていきましょう。挑戦には失敗がつきものです。

が、成長もついてきます。約 3 年後、中学校生活を振

り返ったときに「見た目だけでなく心も成長できた」

と感じて卒業できるように、挑戦を繰り返し、有意義

な 3 年間を過ごしていきましょう。これからよろしく

お願い致します。 

 

令和４年４月１１日 

在校生代表 立石 朱俐 

 

令和４年度１学期始業式校長あいさつ  R4.4.7 

（前略）さて、3 月 29 日の新聞にこんな一面広告があ

りました。スキージャンプの高梨沙羅選手の笑顔の写

真の一面広告です。 

高梨選手は、１５歳のころから世界のトップ選手と

して活躍し、ワールドカップでは歴代最多の 63 勝の

前人未踏の記録を打ち立てている選手です。でも、オ

リンピックでは思うような結果が出せず、この冬に開

催された北京冬季オリンピックでも個人ノーマルヒ

ルではメダルに届きませんでした。 

そして、初めて採用された混合団体でも悲願の金メ

ダルどころか、スーツ規定違反で失格という思いもし

ない出来事が起きてしまいました。失格の後、２回目

のジャンプに全力を尽くしたものの、メダルにはほど

遠く、ジャンプの後、しゃがみ込み泣き崩れている姿

は見ている方も本当につらく、高梨選手の気持ちを考

えると私も胸が痛くなりました。 

大会後の高梨選手のインスタグラムでは、真っ黒な

画面とともに「メダルのチャンスを奪ってしまったこ

と、支えてくださった皆様を深く失望させる結果とな

った事、誠に申し訳ありませんでした」と謝罪の言葉

を綴っていました。高梨選手は、この悲しみ、苦しみ

から立ち直れるのだろうか？このまま立ち直れず、引

退するのではないだろうか？その報道を聞きながら、

私は、そんな心配をしていました。 

しかし、高梨選手は復活しました。 

約 1ヶ月後、心の整理をし、ワールドカップに参加、

そして、復帰２戦目に復活の優勝を成し遂げました。

再び彼女の満面の笑顔を見ることができ、本当に嬉し

く思いました。 

失格となったオリンピックの後、SNS では彼女を

「責める言葉」はほとんどなかったそうです。かつて

あった高梨選手に対する誹謗中傷をも打ち消すほど

の、世界中から本当に数多くの「励ましの言葉」が送

られていたそうです。 

高梨選手はインタビューで「目を通したメッセージ

の全てが温かい言葉で、こんなにたくさんの方々に支

えられてきたと思うと、ここでやめるわけにはいかな

いと思った」と語っていました。 

仲間や、世界中の人々の支えや励ましが、高梨選手

にもう一度立ち上がる勇気を与えたのでした。 

高梨選手は、失意のどん底からはい上がり、多くの

励ましの中でつかみ取った優勝を、今までで一番嬉し

い優勝と表現しました。 

そして、そんな経験を重ねた高梨選手のこの笑顔の



写真の一面広告にはこういうメッセージが書いてあ

ります。 

もう、終わりにしようと思う瞬間がある。 

限界がここにあるんだと感じる日がある。 

大きな絶望に飲みこまれそうな夜がある。 

けれど、まだ、その手の中に、 

それを超えようとする小さな灯りがある。 

もう一度、全力を出したいと願う自分がいる。 

まだまだ、これで終わりじゃない。 

自分の知らない、最高の自分が、 

ここじゃないどこかできっと笑っている。 

あなたは、きっと、あなたを飛び越える。 

たとえ、それがどんな形であっても。 

可能性が、そこにある。 

だから、進み続ける。 

さて、３年生のみなさん、卒業と進路決定に向けた

大切な１年が始まります。自分の目標の達成には、多

くの努力が必要でしょうし、さまざまな試練もあるで

しょう。でも、それに負けずに、自分自身の夢をしっ

かり持って、それに向かってしっかり歩んでください。 

２年生のみなさん、中学校で初めて後輩を迎え先輩

として、「より主体的で責任ある行動」を求められる大

切な 1 年が始まります。もしかしたら新しい人間関係

に悩んだり、自分が目指すような姿に、思うように近

づけず、いらいらすることもあるかもしれません。で

も、くじけずに、３年生の後ろ姿に学びながら、確実

に成長していきましょう。 

そして、世界中の人たちが高梨選手を支えたように、

私たちも、つらいとき、しんどいときにそっと背中を

押し、一歩前に進もうとする勇気を与えられるような、

支え合える仲間でありたいと思います。 

この１年が皆さんにとって悔いのない実りある年

となるよう頑張っていきましょう。 

みなさんのこれからのさらなる成長と活躍を期待

しています。 

         福南中学校長 柴田 司 

 

★ジェンダー平等、多様性が尊重される学校を目指します！ 

＜今後の主な予定＞ 

※コロナ禍の中、予定変更の場合は、その都度ご連絡いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。

 昨年度の「福南中だより（3 月号）」でお知らせしたように、今年度から「男女混合生徒名簿」の使用を始めま

した。ジェンダー平等、多様性を認め合う学校（社会）実現のための環境づくりの一環です。ジェンダーとは、

生物学的な性別に対して、社会的・文化的につくられる性別のことを指します。世の中の男性と女性の役割の違

いによって生まれる性別のことです。「女の子はこうあるべき」「男の子はこうあるべき」と決めつけることなく、

誰もが平等に自分らしく生きていける社会づくりが必要です。福南中学校生徒会執行部も「新・福南＃福南変え

ちゃいませんか」という生徒会スローガンのもと、各クラスへの意見箱の設置し、よりよい学校づくりのための

取組を考えています。取組の一つに「制服の検討」もあると聞いています。男子はズボン、女子はスカートとい

う制服のあり方も問い直されている時代です。これについてもこれからしっかり考えていきたいと思います。 

私達は日々自問自答しながら、よりよい学校（社会）づくりを追求していきたいと思います。 

・５／ ６（金）内科検診（GH 組、1 年女子、２AB 女子） 

・５／１０（火）就学援助申請（郵送～６/３消印有効） 

内科検診（１年男子、２AB 男子） 

・５／１１（水）集金日、体育祭予行、町別生徒会 

        夏服・水着注文集金 

・５／１２（木）体育祭準備（５、６限） 

・５／１３（金）体育祭（午前中）、給食なし（午後下校） 

        （雨天時：１～３限の授業） 

・５／１６（月）内科検診（３年男子、２CD 男子） 

・５／１７（火）体育祭予備日 

・５／１８（水）部活動集金日 

・５／１９（木）内科検診（３年女子、２CD 女子） 

・５／２０（金）１年閑谷研修事前指導（６限） 

        検尿１次、２次 

・５／２３（月）１年閑谷研修、教育実習（～６/１０） 

・５／２５（水）あいさつ運動 

・５／２６（木）教育相談①、２年広島研修事前指導 

・５／２７（金）２年広島研修、教育相談② 

・５／３０（月）教育相談③、眼科検診（全学年） 

・５／３１（火）教育相談④ 



 


