
≪着任式・始業式≫ 

がんばろう 

土沢スマイル！ 
４月６日(月)、やわらかな日ざしの中、桜は

満開、すばらしい環境の中で、着任式・始業式・

入学式を迎えることができました。生徒も登校

できない日がずっと続いていたこともあって、

笑顔で登校してくる様子がありました。ただ、

学校は、再び休校期間に入ります。残念ではあ

りますが、世界の現状を見ると致し方のないと

ころです。今は、とにかくがまん、自宅ででき

ることをやりながら、学校が再開したら力を発

揮できるよう、力を蓄えておきましょう。「がん

ばろう 土沢スマイル！」を合言葉に、笑顔を

忘れないようにして、みんなで乗り切っていき

ましょう。必ず、新たなスタートラインはやっ

てきます。 

 

≪着任式≫ 

今年度着任した、田中真麻先生、磯崎彰一先

生、高林彩沙先生、志村真季先生の４名の先生

の着任式を実施しました。代表で田中先生から

「土沢中学校は、自然に恵まれていて、地元に

密着した様々な特色ある活動に取り組んでい

ると聞いています。また、体育祭の縦割りなど、

学年をこえた交流が盛んであるのもすてきだ

と思います。私たちも、様々な活動を通し、こ

れから皆さんと知り合っていけることを、楽し

みにしています」と言葉をいただきました。 

次に生徒を代表して、生徒会長の安池咲羽さ

んが歓迎の言葉を述

べました。「先生と生

徒の距離が近く、授業

以外にも楽しいおし

ゃべりができるなど、

と て も 仲 が 良 い こ

と」、「今年度は例年と

ちがい、あらゆる変化に対応できる臨機応変さ

が求められるが、その限られた時間の中で先生

方と充実した日々を楽しみたい」と述べ、最後

は「Enjoy Tsuchisawa life!」と着任の先生

方に呼びかけました。 

 

≪始業式≫ 

令和２年度、新しい年度が始まりました。新

２年生、新３年生に進級したみなさん、進級お

めでとうございます。 

３年生のみなさんは、義務教育の最終学年と

して、土沢中学校の最上級生として、本校のス

タイルである「本物を目指す」ということを頭

に入れて、日々の学習、生活、部活動、また、

いろいろな行事に積極的に取り組んでほしい

と思います。今は、たいへんな時ですが、みな

さんにとって、一日一日がその時期の最後の中

学生活となります。無駄遣いしないよう、精い

っぱいがんばっていきましょう。 

２年生のみなさんは、いよいよ先輩です。昨

年度の１年間の様子から、十分みなさんには先

輩の素質があります。ぜひ、１年間の経験をベ

ースとして、さらにレベルアップした生活を送

ってください。５４名の新入生が入学してきま

す。ぜひ、良き先輩として支えてください。 

進化する土沢スタイル！ 

さて、３月にみなさんにお願いした「しんか
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する土沢スタイル」ですが、「しんか」の漢字が

決まりました。「進化」になりました。３分の２

の生徒が、「新たなものに変化させるなどして

良いものにしていこう」という「進化」を選ん

でくれました。ただ、３分の１の生徒が「より

深め充実したものにしていこう」という「深化」

を選んでいるので、新しいものを目指す中にも、

より深めて行こうという気持ちを込められれ

ばと思います。みなさん、ご協力ありがとうご

ざいました。 

みんなで創る 

最高ですてきな 

土沢ストーリー！ 

今年度は、この「進化する土沢スタイル」で、

昨年度を超える「最高ですてきな土沢ストーリ

ー」をみんなで創り上げてほしいと思います。

ただ「おもしろい」、「楽しい」ではなく、レベ

ルの高い「本物のおもしろさ」、「本物の楽しさ」

を追求していきましょう。そして、歴史に残る

ような「最高ですてきな土沢ストーリー」を創

っていきましょう。 

ところで、みなさんにいくつかお願いがあり

ます。新型コロナウイルスが猛威を振るい、な

かなか終息の兆しが見えません。とにかく、こ

まめに手洗い、うがいをしてください。ニュー

スなどで言われていますが、不要不急の外出、

特に「密閉空間」、「人が密集する」、「近距離で

の会話」の三つがそろうようなところへの外出

は控えましょう。まだまだ、先の見えない「新

型コロナウイルスとの闘い」ですが、必ずゴー

ルはやってきます。予防策をしっかりおこなっ

て、終息するのを待ちましょう。 

それでは、「進化する土沢スタイル」で「最高

ですてきな土沢ストー

リー」をみんなで創って

いきましょう。そして、

「コロナに負けるな 

がんばろう 土沢スマ

イル！」、でがんばっていきましょう。 

今年度の職員配置です 

よろしくお願いします 
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ＰＴＡ広報委員会 

13日 第６８回卒業式 
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学年等 氏名 教科等

１学年主任 磯崎　彰一 技術・数学

１Ａ担任 田中　真麻 英語

１Ｂ担任 中谷　美奈子 社会

学習室主任・学習室Ｂ担任 林　圭子 社会

２学年主任 滝　真由美 音楽

２Ａ担任 野上　政彦 保健体育

２Ｂ担任 福本　健志 理科

学習室Ａ担任 高林　彩沙 家庭

学習室Ｃ担任 新垣　千夏恵 保健体育

３学年主任 水田　滋久 数学

３年Ａ組 山口　涼 英語

３年Ｂ組 青木　悠子 国語・英語

３学年所属 遠藤　誠二 国語

教務担当 西浦　康裕 理科

生徒指導担当 岡本　聡 美術

養護教諭 井口　由佳 保健全般

事務主事 秋本　斗太 事務全般

副業務主査 渋谷　俊幸 校務作業

校務作業員 志村　真季 校務作業

県スクールカウンセラー 菊田　広喜 火曜日勤務

特別非常勤講師 ５月から配置 学習支援

サン･サンスタッフ(学習支援) 岩﨑　徳子 学習支援

サン･サンスタッフ(学校司書) 島﨑　小百合 学校司書

育児休暇 川島　千帆 理科

教頭 松井　薫

校長 松原　政夫


