
学校教育目標  

・身心共に健康で 実行力のある生徒【たくましい体】 

・明るくすなおで 協力する生徒【豊かな心】 

・未来をひらく 創造性豊かな生徒【みがかれた知性】 
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４月８日（木）依然としてコロナ禍であるため２、３年生は参加せず、新入生と教職員と保護者

は各家庭１名と人数制限させていただく中ではありましたが、「緑南中学校第４３回入学式」を無

事に挙行することができました。 

希望にあふれたフレッシュな新入生 1２４名が仲間入りし全校生徒３７４名で、令和３年度のス

タートです。年度当初の人事異動では２名の教職員と２名の学習支援員が緑南中学校に着任しまし

た。教職員一同も２、３年生の先輩たちも新入生の入学をとても楽しみにしていました。まだまだ、

コロナ対策を万全にしての教育活動となりますが、保護者、地域の皆様のお力添えをいただきなが

ら、できることをできる範囲の中で、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

コロナの状況を踏まえ、現段階では全校一斉の授業参観は難しいと判断し、例年実施の日曜参観

日を取り止めとしました。ともなって、ＰＴＡ総会も書面開催といたしました。本来なら、参観日

全体懇談会で説明させていただく今年度の学校経営方針について、この紙面により提示させていた

だきます。 

 

今年度も緑南中学校は「夢を描き 活力とぬくもりのある学校」の創造をめざします。義務

教育後半の中学校生活は、身も心も頭も大きく成長する３年間です。そして、変化の激しい社会の

中で生き抜くために必要な資質・能力を身に付ける基礎固めの総まとめとなる３年間です。 

中学校卒業後の将来に向けて「自分はこんなことをしてみたい」「自分の進む道はこうありたい」

という思いが徐々にはっきりとした形になっていくのが中学校です。それを「夢を描き」に込めま

した。また、学校は元気が出る場所であり、安全・安心で居心地がよい場所でなければならない。

それを「活力とぬくもりのある」に込めました。創造すべき学校をめざして、日々、生徒たちに寄

り添う教職員一同が組織として教育活動に当たってまいります。 

今年度の重点を 

 

 

 

 

として、「知・徳・体の育成」と「連携・信頼」を柱に学校経営を進めてまいります。我々教職員は、 

生徒のよさや可能性を見つけ広げるため、粘り強く教育にあたり、その開花に喜びを感じます。 

今年度は「夢を描き、夢を語り合い、夢を実現する」を合言葉に、指導の充実を図っていきたいと

考えます。学校・家庭・地域が連携して教育（共育・協育）をするために、保護者の皆様の変わら

ぬご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇社会で活きる力の育成 

〇豊かな人間性と健やかな体の育成 

〇学びを支えつなぐ信頼される学校づくり 

https://4.bp.blogspot.com/-4pIeS8IPWM4/WMo89vWnDGI/AAAAAAABCpE/sL7sAGYQhPU3sGn_DlBXZiZcFGIxzVHigCLcB/s800/presentation_pc_man2.png


 
 今年度の異動で新たに本校に転入した教職員を紹介いたしま
す。写真左より 

杉 山 純 子 支援員（木野東小から） 

和 田 芳 美 教 諭（芽室中から） 

二ツ山千賀子 支援員（音更中から） 

佐々木 昂 佑 事務職（幕別中から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ さらに報告です。養護教諭の西野（旧姓米谷）李恵先生は昨年８月にご結婚されていましたが、年度 

 内は旧姓のままでお仕事されていました。新年度からは「西野先生」と呼んでください。 

５月の行事予定 
 １日（土） サーキット陸上第１戦 
 〃     音更町野球交流大会（～２日） 
 ２日（火） 音更町成人式 
 ３日（月祝） 憲法記念日 
 ４日（火祝） みどりの日， 
 〃     春季会長杯ソフトボール大会 
 ５日（水祝） こどもの日 
 ６日（木） 交通安全の日、 
 〃     教育推進員学校訪問（校長対象） 
 ８日（土） サーキット陸上第２戦 
１０日（月） ３学年懇談会 
１１日（火） 青少年係指導員学校訪問、 
 〃     ２学年懇談会 
１２日（水） １学年歯科検診、職員会議、 
 〃     １学年懇談会 
１３日（木） １学年心電図検査 
１５日（土） サーキット陸上第３戦、 
 〃     北部十勝中学校春季大会（～１６日） 
１７日（月） 交通安全・服務規律確認日、 
 〃     ＰＴＡ常任委員会 
１８日（火） 体育祭集会、研修日 
１９日（水） 体育祭特別時間割、３学年歯科検診、 
 〃     諸費納入日 
２０日（木） 諸費納入日 
２１日（金） 尿検査（１次）、英語検定１次 
２２日（土） 北部十勝中学校春季大会予備日 
２５日（火） 体育祭総練習、部活動停止（～２９日） 
２７日（木） 全国学力・学習状況調査（３年） 
２８日（金） 体育祭前日準備 
２９日（土） 第４３回体育祭 
３１日（月） 振替休業日 

【和田 芳美（わだ よしみ）教諭】芽室中学校からきました和田芳美

です。１学年の英語を担当します。緑南中学校に来て驚いたことが２つあ

ります。１つ目は、さわやかな挨拶。２つ目は、全校集会。整然としてい

て、特に座礼が素晴らしかったです。保護者の皆さんにも様々な面でお世

話になります。どうぞよろしくお願いします。 

【佐々木昂佑（ささき こうすけ）事務職】幕別町立幕別中学校より異動

してまいりました、事務職員の佐々木昂佑と申します。緑南中学校のよう

な規模の大きな学校での勤務は初めてのため、少々緊張しています。保護

者の皆様にはＰＴＡ活動等でお世話になる機会があるかと思いますが、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 【杉山 純子（すぎやま じゅんこ）学習支援員】このたび、ご縁があ

り、木野東小学校からきました学習支援員の杉山純子です。木野東小学

校の卒業生、下士幌小学校の卒業生に会えるのを楽しみにしてきました。

中学校勤務は初めてで何かと不慣れな点があると思いますが、精一杯励

みたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【二ツ山千賀子（ふたつやま ちかこ）学習支援員】音更中学校からき

ました二ツ山千賀子です。登校初日は緊張でガチガチでしたが、生徒の皆

さんがすれ違うたびに元気に挨拶してくれたおかげで、気持ちが軽くなり

ました。皆さんの勉強のお手伝いができるよう頑張ります。どうぞよろし

くお願いします。 

 

なお、学習指導員は、

昨年度から引き続き

脇真治先生にお世話

になります。 

氏　　　名 学年・担任 担当教科 部活動・同好会 Ｐ Ｔ Ａ

野　村　 　　勉 校　　長 副会長

戸　出　 　　崇 教　　頭 事務局長

山　田　雅　彦 １年Ａ組 ①社会 サッカー 生　活

安　藤　尚　澄 １年Ｂ組 全技術/①国語 ソフトボール １学年

田　中　壮　洋 １年Ｃ組 ①③保体 野球・スケート 施　設

宇治橋　陽　明 １年Ｄ組 ①理科 バレーボール 厚　生

中　島　加代子 １特支担 特別支援 総合文化・卓球引率 部活動後援

國　見　 　　全 １年副担 ①数学 剣　道 広　報

和　田　芳　美 １年副担 ①英語 女子バスケットボール １学年

稲　見　佳　幸 ２年Ａ組 ②社会 陸上競技 教　養

石　岡 　　　宙 ２年Ｂ組 ②③年保体 ソフトボール 施　設

小　林　友　美 ２年Ｃ組 ②英語 ソフトテニス 生　活

陸　原　 　　景 ２特支担 特別支援 柔道・剣道引率 厚　生

柴　田　悠　二 ２特支担 ②数学 サッカー ２学年

井　脇　功　陽 特支副担 特別支援 男子バスケットボール ２学年

奥　谷　紀　子 ２年副担 全美術 総合文化・水泳引率 広　報

野　村　育　身 ２年副担 ②国語 バレーボール 生　活

仲　野　麗　子 ３年Ａ組 ③英語 男子バスケットボール 事務局次長

大　井　伸　彦 ３年Ｂ組 ③数学 野　球 生　活

片　岡　勇　也 ３年Ｃ組 ③国語/①書写 女子バスケットボール 広　報

菖　蒲　一　義 ３年Ｄ組 ③理科 ソフトテニス ３学年

西　田　昌　彦 ３特支担 特別支援 陸上競技 施　設

草　島　大　祐 ３特支担 特別支援 サッカー 厚　生

山　中　冬　樹 ３年副担 全音楽 吹奏楽 広　報

掛　水　成　幸 ３年副担 ③社会 柔　道 教　養

戸　川　 　　結 ３年副担 全家庭/①国語 吹奏楽 ３学年

西　野　李　恵 養護教諭 １年所属 教　養

佐々木　昂　佑 学校事務 野　球 会　計

水　木　 　　瞳 学校事務

杉　山　純　子 学習支援員 １年所属

二ツ山 千賀子 学習支援員 ２年所属

脇　　　 真　治 学習指導員 ３年所属

（スクールサポートスタッフ兼任）

（スクールサポートスタッフ兼任）


