
新しい時代を迎える1年間がスタートしました

このたび、4月１日付をもちまして伝統ある第六中学校の校長となりました 小椋 孝（おぐら たかし） で

ございます。生徒の皆さんと教職員の力を結集し、第六中学校の良さをさらに伸ばしていけるよう、全力を

尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

４月８日（月）に始業式を行うとともに、翌９日（火）には第７３回入学式を挙行して１０７人の新入生

を迎え、全校生徒３２７人で「平成」から「令和」へとバトンをつなぐ新たな年度がスタートしました。

入学式における新入生代表である１年C組 中野 旭 さんの「入学のことば」、また在校生代表である３年

B組 髙津 桜彩 さんの「歓迎のことば」が共にとても素晴らしかったので、この「六中だより」にて紹介さ

せていただきます。「校長式辞」とあわせてご一読いただければ幸甚に存じます。
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うららかな春の日差しのもと、新しい年号を運ぶ風と共に、晴れて六中生の一員となった１０７名の新入

生の皆さん、ご入学、誠におめでとうございます。

皆さんは、今日から本校の一員として、新たな生活がスタートします。私も、この４月から本校に着任し

ました。新入生の皆さんと共に、いち早く第六中学校の素晴らしき伝統に培われた良さを感じ取り、名実と

もにその一員となれるよう頑張っていきたいと思います。

本校の教育目標は、「責任を重んじる」「学習に励む」「健康なからだをつくる」「美しい生活を求め

る」の４点から成っています。この教育目標から、私が感じたことは、ほとんどの学校の教育目標が、知・

徳・体の順となっているのに、本校は「徳」を表す「責任を重んじる」が最初に位置付けられていることで

す。これは、「学習に励む」ことは、第六中学校では当然のこととしながら、人として「責任を重んじる」

ことを、「学習に励む」ことと同等以上にとらえて、学校生活に臨んでいってほしいという願いの表れだ

と、私はとらえています。

また、「美しい生活を求める」という目標が掲げられていることも、第六中学校の特色です。これは、

「責任を重んじる」ことにもつながりますが、美しさを外見的なものでとらえるのではなく、しっかりと自

分自身を律し、周囲のことも考えて行動することによって、人として内面から輝く美しさを重視するものだ

と、私はとらえています。

全校生徒の皆さんと教職員が一致団結し、安心して自分の良さを発揮できる環境づくりを目指し、切磋琢

磨しながら、互いに認め合い、支え合い、高めあう集団づくりを進める中で、それぞれの放つ美しい光が一

つにまとまり、第六中学校全体として燦然と輝く、かけがえのない素晴らしい光となることを期待していま

す。

結びになりますが、保護者、地域の皆様、ここに教職員を代表して、新入生１０７名の皆さんの３年間の

「学び」と「育ち」に、責任をもって全力で向き合っていくことをお誓い申し上げます。

今後とも保護者の皆様のご理解、ご協力、そして地域や関係機関の皆様の温かいご支援を、心からお願い

申し上げ、式辞といたします。

◆◆◆「校長式辞」◆◆◆ 校長　　小椋　　孝

六中だより
【教育目標】○責任を重んじる ○学習に励む ○健康なからだをつくる ○美しい生活を求める

文京区立第六中学校 校長 小椋 孝

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/dairoku-jh/



◆◆◆「今年度の主な行事予定」◆◆◆

　４月　８日（月）１学期始業式

　　　　９日（火）入学式

　　　１３日（土）土曜授業公開

　　　１８日（木）１年区学習定着調査

　　　　　　　　　３年全国学力調査

　５月１１日（土）土曜授業公開

　６月　１日（土）運動会

　　　　３日（月）運動会振替休業日

　　　　８日（土）土曜授業公開

　　　１１日（火）３年修学旅行始

　　　１３日（木）　　修学旅行終

　　　２６日（水）期末考査始

　　　２８日（金）期末考査終

　　　　　　　　　２年防災宿泊体験始

　　　２９日（土）　　防災宿泊体験終

　７月　４日（木）２年都学力調査

　　　　６日（土）土曜授業公開

　　　１９日（金）１学期終業式

　８月　２日（金）八ヶ岳林間学校始

　　　　　　　　　［部活動合宿］

　　　　５日（月）八ヶ岳林間学校終

１１月２０日（水）期末考査始

　　　２２日（金）期末考査終

１２月１４日（土）土曜授業公開

　　　２５日（水）２学期終業式

　　　２７日（金）学校閉庁日

　１月　８日（水）３学期始業式

　　　１８日（土）土曜授業公開

　　　　　　　　　百人一首大会

　　　３１日（金）２年校外学習

　２月　８日（土）土曜授業公開

　　　２１日（金）新入生入学説明会

　　　２６日（水）学年末考査始

　　　２８日（金）学年末考査終

　３月　３日（火）２年TGG

　　　１７日（火）卒業式予行

　　　１９日（木）卒業式

　　　２５日（水）修了式

　※　一部未定の行事もあります。

　８月１３日（火）学校閉庁日

　　　１４日（水）学校閉庁日

　　　１５日（木）学校閉庁日

　　　２１日（水）区総合体育大会始

　　　２３日（金）区総合体育大会終

　９月　２日（月）２学期始業式

　　　　　　　　　防災引渡し訓練

　　　　７日（土）土曜授業公開

　　　　９日（月）１年八ヶ岳移動教室始

　　　１０日（火）２年職場体験学習始

　　　１１日（水）１年八ヶ岳移動教室終

　　　１２日（木）２年職場体験学習終

　　　２６日（木）中間考査始

　　　２７日（金）中間考査終

１０月　１日（火）都民の日［授業日］

　　　１９日（土）土曜授業公開

　　　２６日（土）学習発表会

　　　２８日（月）学習発表会振替休業日

１１月　９日（土）土曜授業公開

　　　　　　　　　道徳授業地区公開講座

◆◆◆「入学のことば」◆◆◆ 新入生代表　　中野　旭　さん［１年Ｃ組］

私たちはこの３月、例年より早い桜の開花と爽快な風に見送られ、小学校を卒業しました。そして今日、

４月９日文京区立第六中学校の生徒として心を弾ませて入学式を迎えました。

これまで登下校時やグラウンドで見かけた先輩方は、いつも楽しそうで、その一員になれることがとても

うれしいです。

学習面では、中学校から教科の呼び名が変わるものがあります。その中でも、私は数学を中心に頑張りた

いです。先生方からの教えをしっかり聞き取り、問題を丁寧に解きながら答えにいたるまでの過程も学んで

いきたいです。そして、学習する内容も増えるので日々の授業を大切にして毎日の予習復習にも力を入れて

いきます。

また、学習発表会や運動会などの学校行事を通して、学年やクラスの絆を深め、行事を成功させたいで

す。そして先輩方の背中から第六中学校の伝統を引き継いでいきます。

さらに、先輩方とのつながりをもてる部活動も楽しみにしています。いろいろな部活動があるので、オリ

エンテーションでの部活動紹介を参考にして決め、３年間一生懸命取り組み、学校生活を充実させていきた

いです。

新しい学校生活で不安なこともありますが、そのようなときに助けになるのは、今日ここに共に入学する

友達の存在です。友達を大切にするために、一人一人が相手の立場になって物事を考え、中学校生活を共に

楽しいものにしていきましょう。

中学生になった私たちは、自分の行動は自分で考え、最後までやり遂げるよう努力しますが、迷いや足り

ないこともあると思います。そのようなときは、先生方や先輩方からアドバイスをいただきたいです。

　また、地域の方からの応援をいただいて１日でも早く六中生としての自覚を身に付けていきたいです。

私たちは、これからの３年間、伝統のあるこの文京区立第六中学校の生徒として誇りをもち、さらなる発

展のために力を尽くすことを誓い、入学のことばとさせていただきます。



春の花々が咲き乱れ、新しい生活に胸が高鳴る季節となりました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうご

ざいます。ようこそ第六中学校へ！在校生一同、新しい仲間となる皆さんを、心より歓迎します。

新入生の皆さんは今、どのような気持ちを抱いていますか。新しい学校生活への不安や希望。様々な思い

で胸を膨らませながら、この時を迎えたのではないでしょうか。一昨年の入学式、私は、未知の世界へ飛び

込むような大きな不安と緊張を抱いていました。新しい制服に身を包み、知らない友達や先輩に出会い、ど

う過ごせば良いか分からなかったのです。しかし、今では大切な仲間と共に、充実した学校生活を送ってい

ます。

ここで、楽しく学校生活を送る鍵となる行事について話します。六中では、１学期に運動会、２学期に学

習発表会、３学期は百人一首大会という三大行事があります。

まず、５月に行う運動会。学年優勝、応援優勝、色別総合優勝を目指し、六中全体で熱い戦いを繰り広げ

ます。特に、ムカデ競走は、学年の垣根を越えて熱くなります。クラスの仲間と優勝を勝ち取るため、たく

さんの工夫と練習を重ねて本番に挑みます。努力の分、目標へたどり着いたときの達成感は計り知れませ

ん。そして、三つの学年が一丸となって行う男子の組体操、女子のダンス、六中ソーラン。学校全体の絆が

深まります。

続いて、１０月に行う学習発表会。展示の部では、多くの時間をかけて作品を作り上げ、一人一人の個性

あふれる作品が六中を彩ります。舞台の部で行う合唱コンクールでは、最優秀賞を目指し、課題曲と自由曲

に挑みます。仲間と共にどんな合唱を創るか、聞いている人にどんな思いを届けるか、試行錯誤を重ねま

す。時には、クラスで意見が合わなかったり、声が小さかったりと壁にぶつかることもあります。しかし、

全員の気持ちが一つになると、素晴らしい歌声が生まれます。アリーナに響き渡るハーモニーをぜひ創り上

げてください。

三大行事の最後は、１月に行う百人一首大会。日本の伝統文化に触れる良い機会となり、冬のアリーナも

熱気に包まれます。優勝を目指して静かにみなぎる熱い思いを札にぶつけます。

これらの行事のほかにも、移動教室や職場訪問など学年の行事もあります。日常では、委員会活動や部活

動など、皆さんが活躍できる場が多くあります。今週行う生徒会オリエンテーションで各委員会や部活動の

紹介がありますので、参考にしてください。

　このような活動を通し、新入生の皆さんに伝えたいことが三つあります。

一つ目は、「一つ一つのことを大切にする」ということです。六中での３年間は意外と早く過ぎていきま

す。私自身、六中で過ごした思い出を振り返ると、やって良かったと思うこともある一方、過去の自分を叱

りたくなるような思い出もあります。だからこそ、これからの日々で取り組む一つ一つを大切にしてほしい

と思います。

二つ目は、「挑戦の心を大切にする」ということです。挑戦するのは、少しでも前へ進めれば、小さなこ

とでもいいと思います。私は、同じ小学校出身の人がおらず、入学して間もない頃は気軽に話をする友達が

いませんでした。しかし、勇気を出して周りの人に声をかけてみると一気に打ち解けることができ、自分に

も自信がつきました。挑戦することができれば、挑戦せずにいるよりも価値のある結果を得ることができま

す。そして、その経験はきっとこれからの自信に繋がっていくと思います。ぜひ、様々なことに挑戦してく

ださい。

三つ目は、「お互いを大切にする」ということです。学年には、約１００人の生徒がいます。いろいろな

人と出会い、活動をする中で、自分には苦手と感じる人もいるかもしれません。そんなときは、相手の長所

や、共感できるところを探してみてください。理解できる面があれば、その人を尊重できると思います。そ

して、相手を尊重することは、自分自身も尊重されることにつながるでしょう。

新入生の皆さん、今日から私達と同じ六中の仲間です。六中生としての誇りをもち、共に良い学校を創り

上げていきましょう。皆さんの中学校生活が充実したものになることを祈念し、歓迎のことばとします。

在校生代表　　髙津　桜彩　さん［３年Ｂ組］◆◆◆「歓迎のことば」◆◆◆



校長 ご退職 文京区立中学校［非常勤教員（経営支援）］

教諭（英語） ご退職 引き続き本校に勤務［非常勤教員］

用務主事 ご退職 文京区立根津小学校［再雇用職員］

主任教諭（理科） ご転出 荒川区立第九中学校

非常勤教員（経営支援） ご転出 文京区立小学校［非常勤教員（経営支援）］

養護教諭（産育休代替教員） 任用期間終了

特別支援教育担当指導員 任用期間終了

学校図書館支援員 任用期間終了

非常勤講師（英語） 任用期間終了

非常勤講師（社会） 任用期間終了

非常勤講師（美術） 任用期間終了

学校警備 任用期間終了

校長 文京区立第九中学校 おぐら　たかし

指導教諭（保健体育） ご昇任 もちづき　かずひろ

指導教諭（英語） 文京区立第九中学校 たなか　くみこ

主任教諭（理科） 文京区立文林中学校 かわしま　のりこ

教諭（数学） 新規採用 こばやし　ともき

非常勤教員（英語） 引き続き本校に勤務 やまぐち　まさこ

特別支援教室専門員 新規採用 いとう　まさみ

特別支援教育担当指導員 新規採用 いしかわ　はやと

非常勤職員（用務） 新規採用 まつもと　さかえ

学校図書館支援員 新規採用 くつわだ　みぎ

非常勤講師（美術） 新規採用 ひろせ　なおひこ

学校警備 新規採用 つちや　けんたろう

学年主任

都

区

学年主任

生活指導主任

進路指導主任

教務主任

学年主任

保健給食主任

事務主任

◆◆◆「教職員の異動等・今年度の組織体制」◆◆◆

土　屋　憲太郎

○　平成３１・令和元年度　教職員組織体制
学年・担任 職　名

主 幹 教 諭

数学

矢野尾　真　子 英語

伊　藤　善　樹 数学

鯨　井　展　子

３年

Ａ　組

主 幹 教 諭

主 任 教 諭
副担任

非常勤教員

保体

家庭

Ｂ　組 教 諭

Ｃ　組 教 諭

教 諭

数学

国語

理科

Ｂ　組 主 任 教 諭

Ｃ　組 指 導 教 諭

特別支援教育

担当指導員

数学

学校図書館支援員

阿　部　友　香 音楽

教 諭

松　本　　　栄

主 任 教 諭 上　野　義　博

主 任 教 諭

理科

美術

満　留　桂　子 英語

小　林　智　貴 数学

廣　瀬　直　彦

松　本　　　栄

轡　田　　　右

主　任

渋　江　　　亙

金　子　多津恵

校 長

副 校 長

小　椋　　　孝 経営

髙　橋　幸　男 経営

松　木　敦　子

有　澤　恵　子

１年

Ａ　組

副担任
栗　村　　　心カウンセラー

スクール

特別支援教室専門員非常勤教員

教 諭

○　退職・転出（ありがとうございました）
職名等 氏　　名 事由・赴任校等

不　破　裕　子

山　口　昌　子

久保田　正　己

石　畠　良　平

富　田　正　幸

（敬称略）

主任養護教諭全　体

苛　原　　　治

石　井　圭　介

安　藤　みのり

川　島　達　男

竹　葉　賀津子

膳　場　美　帆

高　圓　省　三

○　転入・新規採用等（よろしくお願いします）
職名等 氏　　名 事由・前任校等　　（お名前の「よみがな」です）

氏　　名 教科等 氏　　名

小　椋　　　孝

望　月　和　弘

田　中　久美子

川　島　紀　子

小　林　智　貴

山　口　昌　子

伊　藤　政　美

石　川　颯　人

２年

Ａ　組

Ｂ　組

酒　田　聡　志
副担任

Ｃ　組

山　口　昌　子

主 幹 教 諭

非常勤教員

教 諭

主 任 教 諭

指 導 教 諭

主 任 教 諭

教 諭

社会

木　下　沙央里 養護

沖　田　　　郁 音楽

渡　邊　和　喜 技術

林　　　洋　輔 理科

石　田　有　沙 保体

田　中　久美子 英語

英語

棚　木　宏　明 保体

新　井　奈々子

小　川　雅　美

伊　藤　貴　之

伊　藤　亜矢子

澤　谷　園　美国語

川　島　紀　子 理科

望　月　和　弘 保体

関　　　眞規子 社会

轡　田　　　右

大　熊　敏　幸

戸　田　勝　裕

真　下　隆　明

佐　藤　俊　幸

土　屋　憲太郎

主任

学 校 事 務

学 校 栄 養 士

学 校 用 務

非常勤講師

職　名

（文京区シルバー

人材センター）

警 備

伊　藤　政　美

佐　野　倫　子

石　川　颯　人

岡　田　春　彦

荒　川　峰　行

廣　瀬　直　彦

羽　生　　　慎

難　波　宏　子


