
活気づいたスタート
教頭 國島 孝夫

平成27年度が始まり約１

か月が経ちました。今年は

校地内の雪も早く消え、グ

ラウンドやテニスコートで

は野球部やサッカー部、ソ

フトテニス部などが既に練

習を始めています。例年より早い春の訪れに、何か学校全体

が活気づいているような気がしています。

さて、この１か月間、校内でも様々な活動がスタートして

います。短い期間ではありますが、私が着任してから感じた、

それぞれの学年のこれまでの様子についてご紹介します。

１年生は新しい仲間とともに、これからの中学校生活での

基盤となる学級組織作りを行いました。小学校とは少し違う

生徒会委員会活動や学級係活動ではありますが、みんな積極

的に立候補して決まっていったようです。また、学級目標も

一人ひとりが、自分はどの様な学級にしていきたいのか、

しっかりとした意見を出し合いながら決まりました。さらに、

部活動見学には多くの生徒が参加し、気に入った部活動に参

加しています。廊下の掲示板の自己紹介カード「私のＣＭ」

にもいろいろ自己アピールが書かれています。自らいろいろ

な事に積極的に取り組み、関わっていこうとすることで、早

く中学校生活になれていってほしいと期待しています。

２年生は、クラス替えによる環境の変化はありましたが、

昨年１年間で身につけた中学生としての生活を基に、落ち着

きがある中にも更なる成長を遂げています。何より、「先輩

になったのだ」という自覚がいろいろな行動の中で見受けら

れます。生徒会活動をはじめ、部活動でも後輩への指導を

しっかりとしてくれています。廊下に貼られた自己分析の

レーダーチャートで、「優しさ」に５点満点、いや、それ以

上の得点を付けている人も見受けられました。任せて頼もし

い存在であると感じています。

３年生は、宮の森中学校の最高学年であるという自覚と自

信が、少しずつ出てきているように感じました。もちろん、

生徒会活動や部活動を牽引して行ってくれているわけです

から当たり前と言えば当たり前です。日に日に一つ一つの行

動にキレが見られ、特に先日行われた生徒会認証式では全校

生徒の良きお手本となり、どの先生からも絶賛でした。学年

が一丸となって様々な活動に取り組むことを通して、学校全

体が素晴らしい開校30周年の記念式典を迎えられるように

導いてくれると思われます。

特別支援学級の５組も、新たに１年生３人の仲間を迎えて

スタートしました。もう既に全員仲が良く、先日行われた地

域見学では、円山動物園で有意義な時間を過ごすことができ

たようです。

「自ら立ち ともに生きることを学び 明日を志す生徒」

が本校の学校目標です。また、本校の校章の中にある四つの

Ｍは、宮の森中学校の生徒がMentality（知性）、Manner（礼

儀）、Moral（道徳）、Morale（意欲）を大切にして個性を育

んでいってほしいという願いが込められています。これらは

30年前に決められたことですが、改めて開校30周年という節

目に立ち、これらを子ども達が意識し、自信を持ってそこか

ら新たな一歩を踏み出して行けるよう、今後とも教職員一同

努力して参ります。今年度も、保護者や地域の皆様の変わら

ぬご支援、ご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。

『ＰＴＡ役員』のご紹介！
今年度のＰＴＡの新役員を改めてお知らせいたします。

一年間、どうぞよろしくお願いします。〈敬称略〉

役職名 氏名 役職名 氏名

会 長 松田健一郎
事務局次長
(会計)

櫛田 恵子

副会長 渋谷美登里
事務局次長

(Ｔ)
氏家 道義

副会長 逢坂千亜紀
事務局次長
(Ｔ会計)

横山 徹

副会長 鈴木ゆき子 監 査 吉岡亜希子

副会長(Ｔ) 國島 孝夫 監 査 野村 聡恵

事務局長 佐藤 美貴 顧 問 高柳美穂子

事務局次長 澤 有佳 顧 問 小路 徹

また、今年度の各委員会の委員長は次の方々です。

委員会 氏名 委員会 氏名

研 修
委員長

作出みちる
１学年
委員長

濵田佐由里

広 報
委員長

後藤 佳代
２学年
委員長

佐藤貴代美

厚 生
委員長

吉川 美子
３学年
委員長

橋本 梨代

校外生活
委員長

谷 弥生
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４月14日付けで、新たにもうお一人の先生が着任され

ましたのでご紹介いたします。

「よろしくお願い致します！」

特別支援学級 小貫
おぬき

多喜子
た き こ

はじめまして。陵北中学校ひまわり分校から来ました小

貫多喜子と申します。円山公園をはじめとする豊かな自然

に囲まれた宮の森中学校は、街中よりも若干空気が美味し

いような気がしています。14 日から５組で元気いっぱい

な生徒たちと変化に富む充実した日々を送っていますが、

本校との縁を大切に、思い切り宮中生活を楽しみたいと

思っています。早速、認証式での皆さんの立派な姿に感心

させられました。これから先、皆さんと様々な学校行事等

でご一緒できることを今から楽しみにしています。どうぞ、

よろしくお願いいたします！

新入部員を迎えて

部活動がスタート！
４月 15 日（水）に部活動結成

集会が行われ、本年度の部活動が

本格的に始まりました。４月 28

日（火）には、部活動保護者集会

が行われます。今年の部活動に入

部した生徒の数は全体で、265 名

で加入率は昨年度同様 75,7％と高く、子どもたちが学校

生活に積極的に取り組もうとする姿勢が感じられます。

すでに春の大会が終わった部活もありますが、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

る姿がみられるようになりました。なお、本年度の部活動

の指導者は以下の通りです。よろしくお願いします。

○野球部 衛藤 学

○サッカー部 新保 充

○ソフトテニス部 山田 麻貴

○バスケット

ボール部

氏家 道義 小野 徹

越前 結

○バレーボール部 遠藤 翔太 五十嵐 仁

○吹奏楽部 浜坂 幸江 成田 芳

○美術部 山崎 久子

○科学部 菱 直幸 横内のぞみ

Information

５月の行事予定

１日 （金） 家庭訪問月間 局、専、年協

７日 （木） 局、専、年協

８日 （金） 校内研修会《完全下校》※５時間授業

11日 （月） Ｑ-Ｕ検査 ＡＬＴ着任 心臓検診１年

学校徴収金振替日

12日 （火） 職員会議《完全下校》

13日 （水） 前期教育相談① 歯科検診２年、５組

※５時間授業

14日 （木） 前期教育相談② ＰＴＡ運営委員会

※５時間授業

15日 （金） 生徒総会 全校協議会

18日 （月） 外清掃（雨天時は25日）

19日 （火） 前期教育相談③

20日 （水） 前期教育相談④ 歯科検診１・３年

※５時間授業

21日 （木） 前期教育相談⑤ ※５時間授業

26日 （火） ２年結団式 家庭教育学級階級

27日 （水） ２年宿泊学習① 学校徴収金振替日

28日 （木） ２年宿泊学習②

29日 （金） ２年休業日

※予定は変更になることもありますが、その時はお知らせい

たします。

本校体育館ステージ上の「演台」が老朽化していま

したが、本校ＰＴＡ役員ＯＢ会である「宮友会」によって、

開校30周年の記念ということで新しいものにしていただ

きました。早速、今年度の「１学期始業式」「第30回入学

式」で使わせていただいております。ありがとうございま

した。大切に使わせていただきます。

今年度も通学時の荷物の軽減化を目的に、『学級に置

いていいもの』について、学級担任・教科担任を通じて

お知らせしています。置いていく際は必ず記名をし、整理

整頓に心がけてほしいと思います。詳しくは学級担任にお

問い合わせください。

着任された教職員の紹介


