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令和３年度がスタートいたしました。新入生
156 名を迎え、１学年５学級、２学年４学級、３
学年４学級と特別支援学級２学級の合計 15 学級、
全校生徒 434 名でのスタートとなります。
昨年度は、前年度末からの新型コロナウイルス
感染症への対応に始まり、長期の臨時休業期間も
あり、生徒の「安全・安心」と「学びの保証」を
第一に考えて、教育活動を推進して参りました。
生徒の活動は多くの制約を受け、これまでの当た
り前が当たり前ではなくなったことで、できない
ことも数多くありました。しかし、生徒たちは健
気に試行錯誤しながら、夢や目標の実現に向けて、
精一杯頑張る姿を見せてくれました。
今年度も状況が大きく変わったわけではありま
せんが、お子様が自ら手段や方法を考え挑戦し、
大きく成長できる１年であることを願い、お子様
の成長を支え、全力を尽くして参ります。保護者
の皆様、地域の皆様の御理解と御協力をよろしく
お願い申し上げます。
■校訓「吾あり 人あり 学びあり」
本校は昭和 43 年の開校からの教育目標「独立心
と根性の育成」に変わって、平成 13 年度に校訓
「吾あり 人あり 学びあり」が制定されました。
この校訓は折に触れて、あらゆる場面で教育活動
に反映されています。私たちが目指す長期的なビ
ジョンが「吾あり 人あり 学びあり」という校
訓に表現されています。
〇吾あり……自分自身を大切にし、質の高い理想
を目指し、強い意志を持って未来を創造していく
生徒の姿。
〇人あり…友人、地域の人々とのつながりを大切
にし、日本や世界の国々の全ての人々と共に生き、
思いやりの心を大切にする生徒の姿。
〇学びあり…真理と正義を追求し、社会の中で役
立つ人になるため、確かな知恵を自らの学びとし
ていく生徒の姿。
生徒たちは校訓に親しみ、自然に本校が目指す
姿を感じ取っているように思います。
■「自ら考え、判断し、行動することができる力」
の育成を最重点として
令和３年度は、学校経営の方針として三つを掲
げています。
１「自ら考え、判断し、行動することができる力」
の育成（「主体性」を伸ばす）
２「安全・安心」と「学び・成長の保証」（「判断
の基準」の観点から）
３「チームとしての学校」～チーム中央～（指導
体制・支援体制）の観点から）

昨年度は、
「安全・安心」と「学びの保証」に取
り組み、保護者の皆さまや地域の方々の御支援・
御協力で大きな成果をあげることができました。
方針の３点は今年度も継続して取り組みますが、
今年度は特に、
「主体性」を伸ばすことを最重点方
針として掲げています。変化の激しい現代社会に
おいても、生徒が目標を追求し、それぞれの幸せ
な未来を実現するために必要な力であると考えて
います。
「主体性」を身に付けていくためには、目標に
向けて失敗を恐れずに挑戦し、課題を乗り越える
経験を何度も重ねながら、自己肯定感や自己有用
感を高めることが必要です。同時に、仲間と協力
し合いながらコミュニケーション能力を高め、自
治的に物事を進める力も必要となります。子ども
たちが生きるこれからの社会は、変化の激しい予
測困難な時代であると言われています。御家庭に
おいても目標に向けて挑戦する勇気や取組の過程
を見守り励ましながら、
「主体性」を育てていける
ようお力添えをいただきたいと思います。
■信頼される学校の創造を目指して
令和２年度末に学校評議員会と学校関係者評価
委員会を開催いたしました。詳細については文書
にてお示しいているところですが、生徒・保護者
の皆様に御協力いただいたアンケートや各種調査
を活用して、教職員で年度末反省を行い、まとめ
た内容について評価をしていただきました。参加
された評議員の方々からは、感染症対策をしっか
りと行いながら、教育活動においてもできること
を最大限行っていることを評価していただきまし
た。
今年度は指導要領の全面実施も含め、方針や重
点と合わせて、新たに見直した事柄もございます。
保護者の皆様には、５月 13 日（水）に「教育活動
説明会」を開催いたしますので、ぜひ御参加くだ
さい。令和３年度も子どもたちの「笑顔あふれる
学校づくり」を進めて参ります。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

◆着任教職員の紹介◆
6 日の着任式において、木村校長先生より 12 名の教職員が紹介されました。

八木田 晃暢(やぎた てるのぶ)教頭先生
佐藤
公一(さとう こういち)先生（国語）
中嶋
拓実(なかじま たくみ)先生（保健体育）
齊藤
俊之(さいとう としゆき))先生（英語）
伊藤
太(いとう ふとし) 先生（通級指導）
吉野
直子(よしの なおこ) 先生（通級指導）

谷口
小野
盛岡
伊藤
堀川
竹中

由香利(たにぐち ゆかり)先生（主幹教諭）
竜星(おの りゅうせい)先生（数学）
滋子(もりおか しげこ)先生（英語）
史彦先生(いとう ふみひこ) 先生（特別支援）
亜貴(ほりかわ あき) 先生（通級指導）
恵(たけなか めぐみ) 先生（養護教諭）
どうぞよろしくお願いいします。

◆令和２年度中央中学校教職員一覧
◎校 長
木村
佳子
◎教 頭
八木田 晃暢
◎主幹教諭 谷口 由香利
◎１学年
《担任》
《副担任》
１ 組
平井 旭人（保体／生徒指導部）
１ 組
谷口由香利（国語／教務部）
２ 組
田口 彩花（保体／生徒会部）
２・５組
羽田 孝臣（美術／生徒指導部）
３ 組
小野 竜星（数学／研修部）
３・４組
黒川 陽介（理科／生徒会部）
４ 組
盛岡 滋子（英語／生徒会部）
所 属
齊藤 敏之（英語／生徒会部）
５ 組
山田 翔子（国語／研修部）
６ 組
伊藤 史彦（特別支援／教務部）
◎２学年
《担任》
《副担任》
１ 組
鈴木 裕人（数学／生徒指導部）
１ 組
半澤
亮（家庭／教務部）
２ 組
秋山
遥（社会／生徒会部）
２ 組
小笠原太郎（国語／研修部）
３ 組
久根口修平（英語／教務部）
３・４組
加藤あゆ子（音楽／教務部）
４ 組
山田 崇弘（理科／研修部）
６ 組
細川 亜希（特別支援／教務部）
◎３学年
《担任》
《副担任》
１ 組
工藤 千春（理科／生徒指導部）
１・４組
中嶋 拓実（保体／生徒会部）
２ 組
赤平 泰斗（社会／教務部）
２ 組
達口 聡美（数学／生徒指導部）
３ 組
山本つぐみ（英語／研修部）
３ 組
堀之内正之（社会／教務部）
４ 組
髙田
淳（技術／教務部）
所 属
佐藤 公一（国語）
６ 組
荒木 千里（特別支援／生徒指導部）
◎通級指導教室
ことば 伊藤 太（研修部）
きこえ 堀川 亜貴（教務部）
まなび 佐藤 史人（生徒指導部）・吉野 直子（生徒会部）
◎保健室・事務室・用務員室・職員室
保健室 竹中 恵（養護教諭／生徒指導部）
事務職員 高橋 喜子
用務員 管野 法幸
校務助手 根本 麻衣子
福祉補助員 吉田 昭久
スクールカウンセラー 上島 有美子（毎週火曜来校）
◎図書館・ひだまり
学校司書 上杉 まゆ佳
相談支援パートナー・学びのサポーター 鈴木 晴美
介助アシスタント 柳谷 雅子
◎日直代行員 近江 篤・村元 省吾

女子用スラックスの注文・販売について
１ スラックスに対応している近隣の業者
・学生服の赤塚

中央区南３条西３丁目１８番地

☎０１１－２５１－２２５１

・学生服のタナカ 東区北７条東９丁目アリオ札幌

☎０１１－７０２－６６８１

・大万
２ 価格

中央区北４条西２丁目さっぽろ東急百貨店 ☎０１１－２１２－２５２６
・１２,０００円前後

