
落ち着

今年は例年

早く進み、

ウンドやテニスコートでは

活動練習が

それに伴って

28年度の宮

が始まったのだという想いを日に日に強く感

した。

新たに112名の１年生が加わり、345名でスタートした

中学校の31年目は、とても落ち着いた雰囲気

切ることができたように思います。各学級で

のふれあいタイムや読書の時間、学活の時間

たりとした時間が流れているような気がします

や休み時間などでも、シーンと静間に帰っているわけで

元気なところはあっても、それがきちんとけじめをもって

られているように感じるのです。

そこには、全校生徒一人ひとりが、一つ学年

に大人になったという自覚をもっているように

て、それが各々の行動にも現れてきているのだと

３年生は住み慣れた１階からメインフロアである

り、自分たちが宮の森中学校を背負って立つのだという

風格が出始めているように思われます。２年生

で新しいクラスとなり、これまで各クラスで

基に、さらにバージョンアップしていこうという

ことができます。１年生は、それぞれの小学校

とを基に、宮の森中学校の生徒として、新しいものを

力を秘めているように感じます。さらに５組

輩として助け合い、一人ひとりが自信を持って

うに思われます。

このような生徒一人ひとりの落ち着いた

ゆったりとした、学校全体の雰囲気となっているのだと

ます。

そのような中、まだ校地内の桜のつぼみは

一足早く１年生の

いる１階の廊下に

桜が満開になりま

した。それは、１

年生が総合的な学

習の時間で取り組

んだ「仲間のいい
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とこさがし」～クラスの人にしてもらって

の発表掲示物でした。知り合ったばかりの

けることは大変なことかもしれませんが

して、常に相手に思いやりの気持ちをもって

良い雰囲気の中で生活することができるのだと

われわれ教職員も生徒たちに負

層子どもたちをフォローしていきたいと

30周年であった昨年度は、これまでの

いでいくことを意識してきたと思

度は、これまで築き上げてきたものを

み出していこうと考えます。その

小さな一歩になるかは分かりませんが

こうと考えています。

これからも、本校の教育活動に

をよろしくお願い申し上げます。
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４月14日付けで、昨年度まで特別支援学級にいらした小

貫先生が、再度着任されましたのでご紹介いたします。

また、新たにいらっしゃったスクールカウンセラーの先

生と、今年度からスタートした学校図書館司書制度で入ら

した司書の先生をご紹介します。

「着任にあたって」 特別支援学級 小貫
おぬき

多喜子

前年度最後の離任式でお別れの挨拶をさせていただ

いてから約半月後、再びここ宮の森中学校へ戻ってく

ることになるとは…、ご縁を感じます。また宮中生徒

のみなさんの活躍される姿を見られるのは嬉しい限り

です。そして、昨年以上に沢山の思い出を作りたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

「着任にあたって」 スクールカウンセラー 越智 萌子

ようやく札幌も桜が咲き始め、春風の心地よい季節と

なってまいりましたね。今年度より、スクールカウンセ

ラーとして宮の森中学校に着任しました越智と申します。

新１年生と同じく、宮の森中学校ではピカピカの１年生

になります。貴重な中学生活のサポートをさせていただけ

ることを嬉しく思います。大小問わず、お気軽に相談して

くださいね。これからよろしくお願いいたします。

「よろしくお願いします」 学校図書館司書 西田 実央

明るく温かな雰囲気があふれる宮の森中学校で司書と

して活動することができて、とても嬉しいです。休み時間

になると、たくさんの生徒たちが図書館に来るので、本を

好きな人が多い学校だと思いました。いろいろな本を読ん

で、もっとたくさんの人に本が好きになってほしいです。

また、調べ学習などで図書館を活用して、学習をより深め

ていけるようにお手伝いしていきます。

生徒たちとの関わりを大切にして過ごしていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

今年度も部活動スタート！
４月20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（木）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、264名で加入率は昨年度同様79.0％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。

雪の溶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と外部指導者（○外と表記）

は以下の通りです。よろしくお願いします。

○野球部 佐藤 貴之 ○外衛藤 学

○サッカー部 新保 充 ○外菊池 哲矢

○ソフトテニス部 山田 麻貴 ○外羽田 芳夫

○バスケット

ボール部

氏家 道義 小野 徹

戸田ひかり

○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

２日 （月） 家庭訪問月間

６日 （金） 校内研修会《完全下校》 ※５時間授業

９日 （月） Ｑ-Ｕ検査 前期教育相談① ※５時間授業

10日 （火） 生徒総会 全協 学校徴収金振替日

11日 （水） 前期教育相談② 歯科検診１･２年

※５時間授業

12日 （木） 内科検診５組･３年

13日 （金） 前期教育相談③ ※５時間授業

16日 （月） 外清掃（雨天時は23日） 職員会議

17日 （火） 前期教育相談④ 心臓検診１年

18日 （水） 前期教育相談⑤ 歯科検診５組･３年

※５時間授業

19日 （木） 内科検診１･２年

20日 （金） ＰＴＡ運営委員会①

23日 （月） 外清掃予備日 前期教育実習開始（～6/10）

24日 （火） ２年結団式

25日 （水） ２年宿泊学習①

26日 （木） ２年宿泊学習②

27日 （金） ２年休業日 ３年テスト範囲配布

※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。

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。置いていく際はあくまでも自己管理で

す。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方々の紹介


