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「挑戦」という言葉に込めた思い
校長

越田 公美

（卒業式・修了式の言葉から）
夢見る力は生きる力の源です。
夢は一朝一夕で実現するものではありませんが、夢はその実現に向けて注がれた挑戦の数だけ大
きく膨らみます。
未来を生きる君たちだからこそ、共に生きる仲間たちと、たくさんのことに挑戦してほしいと思
います。
もちろん多くの失敗もするでしょう。挫折も多いと思います。ときには無力な自分に気づかされ
ることもあるかもしれません。
でも、人間は失敗の数だけ成長するものです。だからこそ、失敗を恐れずたくさんのことに挑戦
する人であってほしいと思います。挑戦を諦めなければ必ず成功します。それを信じ、挑戦し続け
てほしいと思います。

さて、例年とは違う春を迎えています。
でも、そんな春だからこそ、保護者の皆様と共に「子どもの心に火を灯す」ことに全力を注ぎた
いと考えています。

【今年度で異動する教職員よりご挨拶】
教頭 美田 学秀（本校在任３年）
教頭という立場上、生徒の皆さん以上に、ＰＴＡ・同窓会・
地域などのいろいろな人にお世話になった３年間でした。関
わった人たちから伝わってきたのが、「７３年間の信濃中学
校の歴史と伝統に対する誇り」でした。多くの大人たちの「想
い」を受け止めて、令和２年度の信濃中学校の生徒が、ます
ます活躍することを願っています。

英語科 野々山 朋子（本校在任７年）
信濃中学校の皆さんは、明るく元気でとても礼
儀正しくて素敵です。これは皆さんの素晴らし
い財産です。中学校生活を通して皆さんはどの
ような人になりたいですか。これからも多くの
ことを経験して充実した学校生活を楽しんで
もらいたいと思います。私も信濃中学校で経験
したことを糧に今後も頑張ります。ありがとう
ございました。

技術・家庭科 井浦 花純（本校在任１年）
1 年間お世話になりました。授業や委員会、部活動等を通
して、様々な場面で関わることができ、楽しい毎日を過ご
すことができました。これからも明るく元気な皆さんでい
てください。4 月からまた充実した学校生活を過ごすこと
ができるようお祈りいたします。短い間でしたが、本当に
ありがとうございました。
用務員 葛󠄀西 史哉（本校在任１年）
１年間用務員として信濃中学校に勤務させていただきまし
た。用務員２年目ということで心配事もたくさんありまし
たが、地域の皆様や保護者の皆様に支えていただき頑張る
ことができました。来年度からは１年間学んだことを活か
して頑張りたいと思います。本当にありがとうございまし
た。
校務助手 武内 幸代（本校在任４年）
信濃中学校で 4 年間お世話になりました。直接お話しする
ことは少なかったですが、生徒の皆さんのすがすがしい挨
拶がとても嬉しかったです。これからの皆さんの活躍を心
からお祈りしています。本当にありがとうございました。

用務員 大野 秀紀（本校在任４年）
この４年間、生徒の皆さんと共に過ごしやすい信
濃中学校を作っていくお手伝いをしてきました。
時には一緒に掃除をしたり、時には一緒になって
学校を修繕したりと皆さんの力があったおかげ
でこの環境を作っていくことができました。これ
からも、生徒の皆さんが綺麗で過ごしやすい信濃
中学校を作っていってください。
用務員 若杉 隆夫（本校在任３年）
代替用務員として信濃中学校に３年間勤務させ
ていただきました。保護者の皆様、地域の皆様
には大変お世話になり、誠にありがとうござい
ました。来年度も、生徒の皆さんが安心で安全
な学校生活を送れるよう頑張りたいと思ってお
ります。長い間本当にありがとうございました。
スクールカウンセラー 上島 忍先生（本校在任６年）
、
学校図書館司書 佐藤 沙代さん（本校在任４年）
も異動されます。

第７３回卒業式
新型コロナウイルスの感染拡大により、卒業生と教職員のみで行われました。短縮の内容でもありましたが、し
っかりと希望を持って、いい顔で信濃中学校を巣立っていきました。PTA、同窓会からのお花もいただきました。ど
うもありがとうございます。なお、卒業式のＤＶＤは３年生の保護者の皆様に４月上旬までに郵送予定です。

御卒業
おめでとうございます！

年度当初必要な諸経費について
令和２年度の年度当初にかかる補助教材の費用などを事前にお知らせいたします。詳しいご案内は令和２年度、
１学期始業式に配付の予定です。
４月１０日（金）に販売のワークブック等（下の表）の他に、斡旋販売としてリコーダー販売（４月９日 2,300
円）、英語リスニング CD 販売（４月２０日 2,500 円）、１年生が授業で使うために必ず購入する美術デザインセ
ット販売（４月２０日 1,780 円）が予定されています。こちらの販売についても別途ご案内いたします。また、各
学年、校外学習も予定されており、その諸費用も必要になります。詳しくは後ほど各学年よりお知らせいたします。
新１年生の校外学習については、バス代などとして 1,300 円前後を予定しております。また、体育で使用する柔道
着の販売は９～１０月ごろに 4,000 円程度で予定しております。
【ワークブック等】

◎印は複数年間使用 ▲印は教師保管（バラテスト含む）

学年

１年
書名

国語

社会

数学

新しい国語のワーク１

２年
出版社
秀学社（S）

金額

書名

620 新しい国語のワーク２

地理の学習１ 学習ノートつき

浜島書店（Ｋ）

430 地理の学習２ 学習ノートつき

歴史の学習１ 学習ノートつき

浜島書店（Ｋ）

数学の基本問題集 １年

新学社（Ｓ）

理科の学習１ 学習ノートつき

浜島書店（Ｋ）

３年
出版社
秀学社（S）

620 新しい国語のワーク３

美術
保体
技家

英語

590
610

510 数学の基本問題集 ２年

510 数学の基本問題集 ３年

840

秀学社（Ｓ）

630 クロッキーブック(A4-WIDE)

クロッキーブック(A4-WIDE)

サカエ紙工（H）

360

◎３年間の保健資料ノート

新学社（Ｓ）

650 保健体育ノート２年

◎中学体育実技2020

学研（H）

802

◎技・家ハンドノート（技術分野）

正進社（K）

650

◎技・家ハンドノート（家庭分野）

正進社（K）

650

エイゴラボ①
リスニング（８回）つき

正進社（Ｋ）

680

新学社（Ｓ）
浜島書店（Ｋ）

630

1 日(水)
6 日(月)
7 日(火)
8 日(水)
9 日(木)
10 日(金)
13 日(月)
14 日(火)
15 日(水)
16 日(木)
17 日(金)
20 日(月)
21 日(火)
22 日(水)
23 日(木)
24 日(金)
27 日(月)
28 日(火)

エイゴラボ②
リスニング（８回）つき

新学社（Ｓ）

510

▲エキスパート１２（北海道版）

正進社（Ｋ）

470

よく わかる理科の学習３ 学習ノートつき

明治図書（Ｈ）

650

▲北海道リハーサル １２B
（合格チェック付）

浜島書店（Ｋ）

520

サカエ紙工（H）

360 クロッキーブック(A4-WIDE)

サカエ紙工（H）

360

新学社（Ｓ）

460 保健体育ノート３年

新学社（Ｓ）

460

正進社（Ｋ）

680

エイゴラボ③
リスニング（８回）つき

正進社（Ｋ）

680

▲北海道Best
B＋C＋活用問題＋入試対策問題

新学社（Ｓ）

680

190
¥8,032

＜４月の主な行事予定＞

470

浜島書店（Ｋ）

新学社（Ｓ）

合計

620

▲エキスパート１２（北海道版） 正進社（K）

500 ▲北海道リハーサル １６D

◎Ｗａｔｃｈ２

浜島書店（Ｋ）

金額

390 ◎歴史の学習２・３ 学習ノートつき 浜島書店（Ｋ）

◎Ｊｏｙｆｕｌ Songs

Enjoy Writing

出版社
秀学社（S）
浜島書店（Ｋ）

理科
音楽

書名

450 公民の学習 学習ノートつき

630 理科の学習２ 学習ノートつき

浜島書店（Ｋ）

金額

¥4,210

新２，３年生は４月６日（月）が始業式で、登校
時間は８：４５～９：００となっています。新３年
生は靴を持って旧２年生の学級へ、新２年生は靴を
持って旧１年生の学級へ入ってください。
また、当日は教科書の配付もありますので、かば
んの用意を忘れないでください。上靴は春休み中に
洗うなどして始業式には必ず持ってきてください。

新入生受付
1 学期始業式 ＊給食なし
第７４回入学式 ＊１年給食なし ２、３年給食あり
学級写真撮影（５、６校時）
リコーダー販売 代議員会（旧１、２年）
ワーク販売（８：００～）
新入生歓迎会 部活動見学①
部活動見学② 学級写真撮影予備日 尿検査 局・常任・学年協
部活動見学③
＊新型コロナウイルスに関連した学校対応
部活動見学④
について、配信メールやホームページ等を
部活動申し込み（朝）部活動全体集会（１５：１０～）
随時ご確認ください。予定については変わ
学力テスト（全学年） 英語リスニング CD 販売（朝）
ることがあります。
美術デザインセット販売（朝）
＜学校ホームページ＞
公開授業 学級 PTA→5／8 に延期、P 総会は中止で
http://www16.sapporo-c.ed.jp/shinano-j/
資料のみ配布予定
（特）家庭訪問（～２７日） 内科検診（１、２年）
QR コードはこちら→
内科検診（３年・特） 代議員会
職員会議のため、昼清掃・完全下校
先生方の研修会のため、昼清掃・完全下校
学校徴収金引落日
30 日(木) 身体測定 完全下校

¥6,620

北海道エコキャップ運動
本校生徒には、心の温かさがあります。それがサラダボウルのような器となり、多くの生徒が個性を出し合い、

信濃中学校生徒会では、北海道エコキャップ運動に参加し
ています。ペットボトルのキャップを集めて、リサイクルを
し、それが黒板消しの一部やシューズトレーに生まれ変わり
ます。
今回（１／３０）の回収で、532.2ｋｇ、212,880 個を回収
してもらいました。ペットボトルキャップだけではなく、色々
なところでゴミの削減や循環型社会づくりに貢献できるとい
いなと思います。

除雪ボランティア
この冬は、新型コロナウイルスの影響で、あまり活動があり
ませんでしたが、例年継続して行っている除雪ボランティアを
２月２２日（土）主に本校野球部が、地域の風の子公園で行い
ました。防災庫のまわりの雪をよけて、物がスムーズに出せる
ように道を作りましたが、町内会の方が中学生の真剣な仕事ぶ
りに感心していました。厚別区社会福祉協議会だよりにも載る
予定です。来年度もより多くの生徒に参加してもらい、ボラン
ティア活動を活性化していきたいと思います。

体力向上旬間
冬場に体を動かしたり、運動に親しんだりしようということで、体育
委員主催で、
「学級対抗バスケットボールフリースロー大会」を行いま
した。
（１年生は１／２４、２年生は１／２９、３年生は１／２９実施）
運動することも１つの目的ではありますが、クラスで応援なども盛り
上がり、楽しい休み時間のひとときを過ごしました。

小学校出前授業
２／１９（水）
、信濃小、厚別西小
で出前授業が行われました。厚別
西小は数学（写真左）信濃小は社
会（写真右）の教科でした。小学
生の感想を見ると、中学校での学
習を楽しみにしている児童が多く
いました。先生方も在校生も入学
を楽しみにしています！

性別によらない名簿について
札幌市教育委員会では、男女共同参画社会の一層の推進や性的マイノリティの子どもへの配慮の充実を図る観点
から、全市立学校に性別によらない名簿の導入を進めております。それを受けて本校でも、来年度より、出席簿や
学級名簿、入学式や卒業式の並びなどに使用します。生徒一人一人が生き生きと学校生活を送れるようにしていき
たいと思います。保護者の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。

