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今日から平成２１年度の

学校生活がスタートします。

始業式にあたり、３つお話を

したいと思います。 
 一つめは、「何事にも目標

をもって取り組む」ことです。 
新年度を迎え、生徒の皆さんはそれぞれ勉強や部

活動を頑張ろう、あるいは、生徒会活動等にも積極

的に取り組もうと気持ちを新たにしていることと思

います。ぜひ、皆さんの、今の思いや抱負を大事に

していってほしいと思います。また、1 学期の大き

な学校行事として、旅行的行事がありますね。3 年

生は、６月７日から３泊４日の日程で東北地方への

修学旅行が実施されます。2 年生は、5 月 20 日から

１泊２日の日程で宿泊学習が予定されていますね。

この旅行的行事のねらいは、普段の学校生活を離れ、

様々な見学や体験活動を通して見聞を広め、自然や

文化などについて親しむことです。また、集団生活

の在り方や公衆道徳についてもいろいろと考え学ん

だりします。 
勉強や部活動を充実させ、学校行事等を成功させ

るには、一人一人がしっかり目標をもつことがとて

も大切です。勉強では個人としての目標をもち計画

的に取り組むこと、部活動では個人やチームとして

の目標を掲げながら日々の練習で競技やコンクール

に対する技術力や精神力を鍛えること、学校行事で

は個人の目標をもつことはもちろんのこと、しっか

りと学級や学年の目標をもって取り組み、学級の団

結力を強め学年の連帯感をはぐくんでいくことが大

切です。 
二つめは、「望ましい人間関係をはぐくむ」ことで

す。 
皆さんにとって学級とは、学校内の家庭ともいえ

る最も基本的な生活の場で、これから 1 年間、学級

の一人一人が級友と協力してつくっていくものです。

また、自分自身もその中で努力することにより、人

間として成長していきます。そのためには、まず学

級内の温かい人間関係、信頼と親しみに満ちた望ま

しい人間関係を築いていくことです。「あの人とは口

をききたくない」、「あの人とは一緒に行動したくな

い」という気持ちでは学級内の温かい交流や人間関

係は育ちません。まずは、級友の表面的な言動だけ

でなく、内面的なよさに目を向け、互いに励まし合

い、忠告し合える関係を育てることが大切です。1
年間という学級生活は長いようですが、あっという 

 
 
 
 
 

 
 
 
間に過ぎていきます。周りの雰囲気に流されること

なく、一人一人が学級生活の向上のために何ができ

るか、何をしなければならないかを考え、これから

の学級生活を充実させてください。 
三つめは、「授業を大切にし、学ぶ喜び、わかる喜

びを実感していく」ことです。 
これから１年間、皆さんは毎日の授業を通して多

くのことを学んでいきます。国語や数学、英語など

の各教科、道徳、総合的な学習の時間、そして学級

活動など、授業に集中して取り組む必要があります。

今、１週間に 28 時間の授業が時間割の中に組み込ま

れていますね。多くは、国語や数学などの各教科の

授業が中心になります。特に各教科の基礎的・基本

的な知識や技能を習得していくことは、学びを深め

ていくためにも欠かせないことです。まず、どの教

科も予習復習をしっかりやる、そのために、家庭学

習の習慣を定着させることがとても大切です。 
皆さんがこれから大人になって活躍する時代は、

少子高齢化、情報化、国際化など社会の変化が今よ

りも急速に進んでいくことが予想されます。そのよ

うな変化の激しい社会を生き抜くには、まず、授業

で得られた知識や技能を活用して様々な課題、問題

を解決するために必要な「考える力や判断する力、

表現する力」を身につけていく必要があります。中

学校という義務教育３年間での学びは、自立した社

会人になるための基礎固めをするためのものです。

皆さん一人一人が意欲的に授業に参加し、学ぶ喜び、

わかる喜びを繰り返し体験することで、主体的、自

立的に生きていくための能力が着実に身についてい

きます。 
終わりになりますが、私は、宮の森中学校の校長

としてこの 1 年間、『さわやかな挨拶が響き合う学

校』、『わかりやすい授業が行われ、伸び伸びと過ご

せる楽しい学校』、『周りの人たちへの優しさに満ち

あふれ、安心して自分の力を発揮できる学校』を作

っていきたいと考えています。そのためにも、今日

話した３つの心構えを自分のこととしてしっかり受

け止め、皆さん一人一人がより充実した学校生活を

めざして努力していくことがとても大切です。 
明日、本校に新一年生 110 名が入学してきます。2

年生も、3 年生も、宮の森中学校で学ぶ先輩として

の誇りや自覚をもって第 24 回入学式に臨んでくだ

さい。そして、学校をあげて温かく新一年生を迎え

てあげましょう。よろしくお願いします。 
(平成 21 年度 1 学期始業式学校長講話より) 

 
 



 

小路 徹 教頭先生 
  （福井中学校より） 
○趣味・特技：趣味はアウトドア
ー。特にキャンプに行くのが好き
です。もともと理科の教師ですか
ら、キャンプへ行き、自然の中で
いろいろなことを学ぶのが好きで
す。時折、スキューバダイビング
をしながら海底の散歩をしていま
す。 
○宮中の第一印象：宮の森中学校を取り巻く環境は、
自然豊かで、芸術やスポーツなど幅広い文化施設を有
した素晴らしいものだと感じます。宮の森中学校の門
をくぐったときに感じた、爽やかな雰囲気や高い文化
の香りなどはその環境の中で豊かにはぐくまれた生徒
の皆さんの心が表れたものだと感じました。まだ、一
部の人としか顔を合わせていませんが、挨拶や人との
対応の素晴らしさなどから凛としつつ清々しい感じを
受けました。素晴らしい学校に着任できたことを幸せ
に思うと同時に、精一杯生徒のために力を尽くそうと
考えます。なにとぞよろしくお願いします。 
 
宮武 浩之 先生 
  （技術・特別支援 

青葉中学校より） 
○趣味・特技： 
・バスケットボール 
・読書（ストーリーのあるものは
読みません） 
○宮中の第二印象：帰ってきまし
た。自然に囲まれ、季節の移ろい
を感じながら仕事ができると思うと幸せです。環境と
人に優しいエコ人間（自然と人間関係を大切にしたい）
を目指して頑張りたいと思います。 
よろしくお願いします。 
 
柴田 眞澄 先生  
  （英語・月寒中学校より） 
○趣味・特技： 

趣味：アウトドアもの～ガーデ
ニング、キャンプ、ゴルフ、ウォ
ーキング、犬の散歩など。 

特技：掃除（特に汚れをみがい
て、ピカピカにするのが気分爽快
です。） 
○宮中の第一印象 
 豊かな自然に囲まれて、すばらしい景観という恵ま
れた環境にあり、とてもさわやかな気持ちでいます。
生徒の皆さんとの活動をとても楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いいたします。 
 
及川 登紀子 先生  
  （英語・新採用） 
○趣味・特技： ピアノを弾くこと
と読書です。ピアノは小学校から高
校まで習っていました。現在はなか
なか弾く時間がありませんが、定期
的に実家に帰り弾くようにしてい
ます。本は推理ものをよく読みます。
好きな作家は伊坂幸太郎、宮部みゆき、東野圭吾です。 
○宮中の第一印象：初めて中学校を訪ねた日、校門を
くぐるまでに豊かな自然に圧倒され、校内では部活動
を行っていた生徒たちが笑顔で挨拶をしてくれました。
とても清々しい気持ちになりました。宮の森中学校は
緑豊かなさわやかな学校だと思います。 
 
 
 

  
青柳 沙知 先生  
  （特別支援・新採用） 
○趣味・特技： 趣味は散歩でいろ
いろなところを歩き、発見するのが
好きです。また、函館に住んでいた
こともあってか、温泉に行くことも
好きです。札幌でもよいお風呂を見
つけたいです。 
○宮中の第一印象 ：宮中の第一印
象はすごくきれいな学校だなと思
いました。職員室の配置がカウンターがあってめずら
しいと感じました。先生方はたくさん教えてくださり、
親切だと思いました。 
 早く宮中に慣れてみなさんと楽しく過ごしたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。 
 
前田 晴彦 さん 
         （用務員） 
○趣味・特技： パークゴルフ、 
舟釣り 
○宮中の第一印象： 緑、樹木の多
い学校で素晴らしいですね。また、
市内が一望できましてうれしいで
す。 
 
小島 修 さん 
         （用務員） 
○用務員という仕事は初めてです。 
皆様に迷惑にならないように頑張
りますのでよろしくお願いいたし
ます。 
 
 
 
 

『４月の行事予定』 
 

4月 7日 火 ×（1年） 第 24 回入学式、PTA 入会式 

8 日 水 給食 生徒会オリエンテーション 

9 日 木 給食  

10 日 金 給食 新入生歓迎会 

11 日 土   

12 日 日   
13 日 月 給食 学級写真撮影、授業参観、PTA 総会 
14 日 火 給食 職員会議 

15 日 水 給食 
標準学力テスト、尿検査、 

局・専門・学年協、学年打合せ会 

16 日 木 給食 全校協議会 

17 日 金 給食 
身体測定、局・専門・学年協、 

PTA 全体委員会 

18 日 土   

19 日 日   

20 日 月 給食 部活動結成集会 

21 日 火 給食 
全国学力状況調査（3年） 

耳鼻科検診（1年） 

22 日 水 給食 眼科検診（1年）、地域見学（5組） 

23 日 木 給食 生徒会認証式 
24 日 金 給食  

25 日 土   

26 日 日   

27 日 月 給食 議案審議、学年打合せ会 

28 日 火 給食 職員会議、生徒指導委員会 

29 日 水  （昭和の日） 

30 日 木 給食 内科検診 

新任の教職員を紹介します。 


