
 

 

 

子どもたちの成長を願い   教頭 佐藤 孝一 

暖かな春の日差しが、樹木や草花を生き生きとさせる時節となりました。ここ宮の森の地域に

も桜や木蓮が咲き誇り、待ちに待った春の訪れを感じさせます。 

新年度を迎えて１か月、生徒の学校生活も日常のリズムを正確に刻み、様々な取組がスタート

しています。また、グラウンドやテニスコートにも生徒の声が響き渡り、校内に「躍動」という

雰囲気が満ちあふれています。授業はどのクラスも真剣さがあり、仲間や教師とのやりとりの中

で穏やかに進められています。また、業間や昼休み、放課後の活動では賑やかさ、和やかさがあ

り、このような「静」と「動」のメリハリのある日常が宮の森中の校風なのだと実感しました。

４月に入学した１年生も標準服が板に付き、授業中の表情も和らいできたように感じます。４月

１８日には本年度の部活動結成集会が行われ、各部が３学年揃っての活動を本格的に開始しまし

た。自らが好んで目指す道です、どの部にあっても互いの力を認め合い、切磋琢磨し、自分の目

標を実現しようとする力を身に付けていってほしいと思います。 

４月はＰＴＡ関係の活動も、事務局の皆様の用意周到な運営により、総会や学級・学年ＰＴＡ、

部活動保護者会には数多くの保護者の皆様にお越しいただきました。共に子どもたちを育ててい

こうという熱意を感じています。本当にありがとうございました。 

５月は各学年で旅行的行事の取組が本格化します。１年生の校外学習、２年生の宿泊学習、３

年生の修学旅行、どれをとっても生徒には大いに楽しみ学んでほしい行事です。そのためには、

しっかりとした準備を行い、当日の貴重な体験を通して自らの視野を広げていくことが望まれま

す。また、取組を進めていくねらいとして、新たな人間関係を築き、学校生活の基盤をつくるこ

とや、学習が終わった後、生徒の心に充実感や達成感を育むことが求められます。 

文末にはなりますが、本校の生徒が一段と成長できるよう教職員一同頑張りますので、ご家庭

や地域の方々におかれましても、変わらぬご協力とご支援をお願いいたします。 

Information

 ５月の主な行事予定  

5月 1日 

 2日 

（火） 

（水） 

夏服移行期間開始 教育相談アンケート回収 

校内研修会 ※５時間授業 完全下校 

7日 

8日 

（月） 

（火） 

前期教育相談① ＱＵ検査 ※５時間授業 

生徒総会 全協 ※５時間授業 

9日 （水） 前期教育相談②  ※５時間授業 

10日 

11日 

（木） 

（金） 

外清掃 5組・2年内科検診 学校徴収金振替日 

前期教育相談③ ※５時間授業 

14日 （月） 前期教育相談④ ※５時間授業  

15日 

16日 

（火） 

（水） 

前期教育相談⑤ ※５時間授業 

５組･２年歯科検診  

17日 （木） １年･３年内科検診 PTA運営委員会 

  

18日 （金） 職員会議 下校指導PTA校外生活 

※５時間授業 完全下校 

22日 

23日 

（火） 

（水） 

２年結団式 ※５時間授業 

２年宿泊学習①  

24日 (木) ２年宿泊学習② 

25日 （金） ２年臨時休業日 

28日 （月） 全協 1・2年テスト範囲表配付 

学校徴収金振替日 

29日 （火） １年心臓検診 ※６時間授業 

31日 

 

（木） 

 

１年結団式  ※５時間授業 

※予定は変更になることもあります。 
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 本年度の部活動の指導者と外部指導者（○外と表記）は次
の通りです。よろしくお願いいたします。 

  

4月23日にALTの先生が着任されました。本校

で2年目を迎えるJennifer Haas先生です。再び、

ｼﾞｪﾆﾌｧｰに会え、生徒も大歓迎しています。 

Hello!  My name is Jennifer Haas, and I am y

our ALT this year!  I taught at Miyanomori Juni

or High School last year, but here are a few f

acts about 

me: 

I enjoy hikin

g, traveling, 

and science.

  I have visit

ed Italy and Greece.  I have been living in Sa

pporo for 11 months.  And, I like Miyanomori J

unior High School very much! 

I am really excited to be with you all again thi

s year.  First year students, let’s be friends!  S

econd and third year students, let’s work hard t

ogether!  Everyone, let’s have fun studying Eng

lish this year! 

Jennifer Haas 

   

今年度の部活動がスター

ト！ 
部活動見学会の後、４月18日（水）に部活動結成

集会が行われ、本年度部活動が本格的に始まりまし

た。また、４月27日（金）には、部活動保護者集会

が行われ、バックアップ体制が整いました。今年の部

活動に入部した生徒の数は243名で、加入率は約7

4％と、昨年度同様、多くの生徒が学習プラスワンに

積極的に取り組もうとする姿勢が感じられます。 

雪の解けたグラウンドやテニスコート、音楽室等の

各活動場所で元気に活動する姿が見られるようにな

りました。 

 

『ＰＴＡ役員』のご紹介 
今年度のＰＴＡ役員の方々を改めてご紹介いたし

ます。１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

                  〈敬称略〉 

役職名 氏名 役職名 氏名 

会 長 荒井 祥子 
事務局次長 
(会計) 

野呂 真穂 

副会長 永井 優紀 
事務局次長

(Ｔ) 
氏家 道義 

副会長 田村 厚予 
事務局次長 

(Ｔ) 
遠藤 翔太 

副会長(T) 佐藤 孝一 監 査 伊丹利衣子 

事務局長 松下 茂代 監 査 野田 朋子 

事務局次長 木村美穂子   

事務局次長 中渡 瑞恵 顧 問 木谷 貢一 

 

4/16PTA総会、4/27学年PTA集会・部活動保護者集

会へ多数のご出席ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

野球部 
佐藤 貴之   鈴木 悠太   

○外衛藤  学 

サッカー部 新保  充  ○外菊池 哲矢 

ソフトテニス部 

上原 未来   下山 桃子  

髙𣘺 隼樹   

○外羽田 芳夫 

バスケット 

ボール部 

氏家 道義   小野  徹 

遠藤 翔太 

女子バレーボール部 
秋庭 啓哉   五十嵐 仁 

○外三輪  望 

吹奏楽部 
澤田真紀子   成田  芳 

○外浜坂 裕樹 

美術部 山崎 久子    村田 昌敬 

科学部 菱  直幸    横内のぞみ 

ALTの先生が着任されました 


