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府中三中の温故知新 
校長 高岡 麻美 

新しい元号が発表され、テレビや書籍等で「平成を振り返って」という特

集が多く組まれています。元号が変わることを一つの区切りとして、歴史を

振り返り、自分を見つめ直す良い機会となっているのでしょう。 

＜三中の伝統とは＞ 

さて、府中三中にとって、伝統ある歴史とはどんなものなのでしょうか。

たまたま職員室前に来ていた３年生に「府中三中の伝統とは？」と投げかけてみました。そうしたら、「合

唱」「掃除」「明るい」「仲が良い」等々いろいろな答えが返ってきました。中でも多かったのが、「先輩が

後輩に姿を見せること」でした。運動会や合唱祭などの学校行事をイメージしているのでしょう。これら

は、本校が長い歴史の中で培ってきた伝統と言えると思います。 

＜温故知新＞ 

「温故知新」という言葉があります。「昔の物事を研究し吟味して、そこから

新しい知識や見解を得ること」と広辞苑に書いてあります。中でも「温故」と

いう言葉は、「昔のことを研究する」という意味のほか、「習ったことを復習す

る」という意味もあるそうです。このことは、基礎・基本を徹底的に身に付

ける重要性を示していると考えられます。 

しかし、基礎・基本ばかり身に付けても、新しい局面に対応する力は養わ

れません。経験を積むことが目的ではなく、積み重ねた経験を基に、自分で考えながら工夫していくこと

が何より大切なのではないでしょうか。そのために、学んだ経験を活かし、つなぎ、活用していく力を養

うことが、新たな学びにつながり、「知新」へと発展していくと思います。 

＜これからの時代に＞ 

「令和」へ続くこれからの時代は、さらに課題が複雑化、高度化し、予測

不能な社会になると言われています。こうした時代をたくましく生き抜く

子供たちを育てるために、私たちは、三中の伝統を大切にし、その歴史に学

びながら、新しい価値を見つけ、新たな歴史を刻む努力をしていかなければ

なりません。 

今年度も、ご家庭・地域の皆様方と力を合わせ、三中の新しい歴史を刻む

子供たちを育ててまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【英語少人数授業】 



平成３１年度 定期異動 
【退 職】 

都事務主任     石間 敬章 
育休代替教員    瀧田 俊也  社会科 

【転 出】 
副校⾧        生野 武夫       府中市立府中第八中学校 副校⾧ 
主任教諭      松本  達志    美術科  大田区立安方中学校 
教 諭       中山 南   数学科  三鷹市立第四中学校 
教 諭       柴田 雄一  理 科  八王子市立打越中学校 
教 諭       佐伯 理恵  通 級  稲城市立稲城第一中学校特別支援学級 主任教諭 
教 諭       佐藤圭二郎  通 級  府中市立府中第四中学校特別支援学級 主任教諭 
産育代教諭     小埜 聡子  英語科  府中市立府中第十中学校 新規採用 
非常勤教員     田中 良枝  社会科  府中市立府中第五中学校 非常勤教員 

【転 入】 
副校⾧       百瀬 紀之       府中市立府中第九中学校 副校⾧ 
主任教諭      ⾧尾 隆太  社会科  新宿区立牛込第二中学校 
主任教諭      宮川美智子  英語科  府中市立府中第九中学校 

 主任教諭      平野 恵里  特別支援教室 八王子市立上柚木中学校 通級指導学級 
 主任教諭      樋口 貴代  特別支援教室 三鷹市立第五中学校 理科 

都事務主任     永福 明子       都立府中東高等学校 
【新規採用】 

教 諭       藤澤 匠     理 科   期限付採用から新規採用 
教 諭       青田 志帆  家庭科   期限付採用から新規採用 
教 諭       西尾明日香  国語科   新規採用 
教 諭       伊賀 文雅  数学科   新規採用 
教 諭       馬場 裕大  特別支援教室  新規採用 
専門員       林  霞   特別支援教室   新規採用 

【産休育休代替】 
井上奈つ希   英語科    
松尾 裕子  数学科    
 

           ◇ 平成 31 年度 教職員一覧 

校 長       高岡 麻美     副校長      百瀬 紀之 
教務主任   上原 直樹     生活指導主任  綱島  剛     
進路指導主任 津田 淳      保健主任    濱田 聖子 
学年主任     髙原 一晃（一年）池田 貴子（二年） 吉田 典弥（三年）  二之宮 睦(通級) 

 一学年 二学年 三学年 

Ａ組担任 
Ｂ組担任 
Ｃ組担任 
Ｄ組担任 
E組担任 
F組担任 
副担任 
副担任 
副担任 
副担任 

髙原 一晃   （社会） 
藤澤  匠   （理科） 
宮川美智子   （英語） 
森本 幸宏  （数学） 
山﨑 育子   （国語） 
綱島  剛  (保健体育)
奥田りいな  （美術） 
長谷川俊公   （英語） 
井上奈つ希   （英語） 
伊賀 文雅   （数学） 

池田 貴子  （英語） 
小渕 一樹  （技術） 
宮岡美樹子  (保健体育) 
串田明日香  （社会） 
尾辻 茂樹  （数学） 

   
伊藤 康夫   （国語） 
松尾 裕子   （数学） 
上原 直樹   （理科）
西尾明日香   （国語） 

吉田 典弥 (保健体育) 
佐藤 陽子  （英語） 
大山 高史  （理科） 
長尾 隆太  （社会） 
長谷川喜一  （数学） 
 
津田  淳  （国語） 
青田 志帆  （家庭） 
東山 隆司  （社会） 
佐藤  桜  （音楽） 

通 級 
特別支援教室 

専門員 

渡部 忠和  (保健体育) 
樋口 貴代  （理科） 
平野 恵里  （社会） 

二之宮 睦    （音楽）
山本 耕平  (保健体育) 
 

塚原 由美    （英語） 
馬場 裕大  (保健体育) 
林  霞   （専門員） 

 
支援員 

松本とも子（校務改善）  鈴木美紀子  （理科）  荒木 和代  （図書）   
 藤山 明美（学校支援） 田中恵理子（学校支援） 丸山 悦子（学校支援） 
菅原 美智  （数学） 加藤 公子（学校と家庭）三浦  登（生活指導） 

S  C 吉田美智子（スクールカウンセラー） 

講 師 菊地由見子（保健体育） 矢納 澄江（理科） 白倉 綾香（英語） 

事  務 永福 明子（都事務）    森田 文子（市事務）   近藤 昌直 （用務） 
 ※本年度の本校教職員一覧です。どうぞよろしくお願いいたします。 



４月より新学期がスタートしました。学校生活のリズムには慣れてきたでしょうか。学校生活を充実させる

ためには、まずは規則正しい食生活を送ることが大切です。食事は健康と、そして学習能力向上にも深く関係

しています。まずは、次のようなことから実践してみましょう。 

（１）朝ごはんをきちんと食べる 

「朝は忙しくて、朝ごはんの支度をしたり食べたりする時間がない」「朝ごはんより寝ていたい」と考え

る人がいるかもしれません。しかし、朝ごはんは 1 日のパワーの源であり、朝ごはんを食べると、寝てい

る間に低下した体温を上昇させ、からだは 1 日の活動の準備を整えます。また、毎日朝食を食べる子供

ほど、学力調査の平均正答率や体力テストの合計点が高い傾向にあるという調査結果も報告されていま

す。1 日の食事を規則的にとり、生活リズムを作っていくことが、健康的な生活習慣にもつながります。

朝ごはんで、生き生きとした 1 日のスタートを切りましょう。 

（２）栄養バランスを考える 

栄養バランスのよい食習慣の人は、そうでない人と比較して

死亡のリスクが低くなることが報告されています。食事を作

ったり、選んだりするときに、主食、主菜、副菜の組み合わせ

を意識しましょう。1 日に何をどれだけ食べればよいかの目

安を示した、「食事バランスガイド」があります。これは、「主

食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の 5 つの料理区

分に分け、それぞれの料理区分の 1 日分の適量と料理例をイ

ラストで分かりやすく示したものです。上手に活用して、栄養

バランスのとれた食事を心がけましょう。  

（３）食卓を囲んで「食」を食べて楽しむ、作って楽しむ  

誰かと一緒に食事を作ったり食べたりすると、美味しさも楽

しさもアップしますよね。子供がいる家庭では、家族みんなで

一緒に食卓を囲むことによって、子供たちが食事の楽しさを

実感することができます。 

また、箸の正しい持ち方や 食事のマナー、「いただきます」

「ごちそうさま」といった食事のあいさつ、栄養のバランスを考えて食べる習慣や食べ物を大事にする気

持ち、郷土料理や季節の料理といった食の文化などを、親や祖父母から子供に伝える良い機会にもなりま

す。家族で一緒に食事をつくったり、食べたりする機会をぜひ増やしてみて下さい。そこで、今回はみん

なで作って楽しいおやつのレシピを紹介します。ぜひ、これから迎える GW で一緒に作って食べる楽し

さを味わってみてはいかがでしょうか。 

 

     

 

 

 

 

 

 

【参考文献：「食事バランスガイド」厚生労働省】 

事前準備 

① フルーツは一口サイズの大きさに切る。 

② ラップを使って“あんこ玉”を 5 つ作る ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 

作り方 

① 大きめの耐熱容器に白玉粉と砂糖を合わせ、水を少しずつ加えながら泡だて器でよく混ぜる。 

② 電子レンジでまず 2 分間加熱したら、水で濡らした木べらでよくかき混ぜる。これを残り 1

分×2 セット繰り返して行う。（2 分⇒1 分⇒1 分） 

③ 片栗粉をしいたバットに②の求肥をおとし、全体に片栗粉を絡めたら熱いうちに 5 等分す

る。※手に求肥がつきやすいので、手にも片栗粉をつけておく ☝こと  

④ 求肥を手で伸ばし、あんこ玉を包んで完成！ 

 

 

 

 

 

【材料】 

〇中身 

・こしあん…大さじ５強 

・フルーツ…5 カット 

〇求肥 

・白玉粉…100ｇ 

・水…150 ㏄ 

・砂糖…大さじ 3 

・片栗粉…適宜 



 

部活動表彰 おめでとうございます！ 

     和太鼓部 「最優秀賞」 第九回 府中市和太鼓コンクール 

 
 ☆府中市学校情報配信サービスの登録について（メール配信サービス） 
  先日お配りしましたメール配信を希望される方は、ご登録をお願いいたします。 
  ※学年繰り上げの自動更新は、今年度で終了となります。1 年生と 2 年生の登録につきまして 

は、来年度以降は毎年登録が必要となります。よろしくお願いいたします。 
 

☆学校電話の時間外留守番電話の設定について 
  「府中市立学校における働き方改革推進プラン」の具体的な取組として、4 月 15 日より、時 

間外における留守番電話の設定を実施いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。 
１ 運用時間 
 （1）平 日    午後 7 時から翌朝 7 時 30 分まで 
 （２）土・日・祝日 終日。ただし土曜授業実施日は、平日と同じ扱いになります。 

     ※事故等の発生など生徒の身体生命にかかわる緊急連絡については、府中市役所に連絡 
してください。 電話 042－364-4111 

     ※学校閉庁日も土日祝日扱いとなります。（今年度は 8 月 9 日より 8 月 20 日まで） 

 

 

「今日は明日の準備と心得て」 

                                副校長 百瀬 紀之 

  10 年ほど前、私は府中市の中学校に転勤して来た。年度末に卒業生に贈る言葉を考えてい 

た時、尊敬するある人から、この言葉を教えてもらった。この言葉は、現在プロ野球ソフトバ 

ンクの球団取締役である王貞治氏が残した言葉であると聞いた。王貞治氏が、この言葉をいつ、 

どの場面で使ったのかは、定かではないが、彼はこの言葉を実践し、日々努力を重ね、世界記 

録を打ち立てたのであろうと推測した。私は、中学校を巣立ち、新たな世界で羽ばたく若者に 

その年以来、この言葉を贈り続けている。三中を卒業した生徒の卒業アルバムや色紙、成人式 

のお祝いのメッセージなどにも必ずこの言葉を贈っている。 

 今現在という時間は、未来のための通過点であり、未来に起こることは、過去と今現在の努 

力の結果であると私は勝手に解釈した。未来に起こることは、偶然でなく必然であると考える。 

 「明日から」とか「また今度」ではなく、先のことを考えて今、しなければならないことを 

「確実に今日のうちに済ませておく」そんな習慣が身につけばよいのだと思う。 

俳優の水谷豊もコラムの中で、「常に今日は明日の準備ですからね。今日やったことは必ず明 

日に帰ってくるんです」と綴っている。 

 新年度がスタートし、新たな環境で仕事をしている自分が、毎日「明日の準備」をしていな 

い現実を痛感しながら、この言葉を思い出し、原稿を書いた。 

道 徳 の 窓

NO1１ 


