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🌷・🌷・🌷 再び、育もう！『自己コントロールする力』 🌷・🌷・🌷                     

校長  平野 まなみ 

4 月７日（金）、本校第 56 回入学式では、男子 66 名、女子 67 名、合計 133 名のフレッシュな新入

生を迎えることができ、全校生徒 418 名、1 学年 4 学級、2 学年 4 学級、3 学年４学級、特別支援学

級２学級、計 14 学級編制でのスタートをきりました。                     

 平成 29 年度も、学校教育目標の具現化に向けて、教職員一同、誠心誠意学校運営に取り組んで参

ります。これまでの学校評価の結果を受け、『学ぶ力』 

『豊かな心』『健やかな身体』の育成に関する課題改 

善を目指し、特に学ぶ力・豊かな心の育成に向けて、 

落ち着いた学習環境づくりを鑑み、学業指導の推進、 

課題探究的な学習の構築、道徳教育の推進を目指し 

ます。 

 子どもたちには新年度に当たり、始業式・入学式で次のような話をいたしました。 

 

来る４月 15 日（土）は、学校公開日です。『わかる・できる・ 

楽しい授業』を目指した担任による授業公開（２校時）、及び学級 

ＰＴＡを開催します。年間を通じて、休日開催はこの日限りですの 

で、ご家族お誘い合わせの上、是非、ご来校ください。 

本年度も昨年同様、保護者並びに地域の皆様のご理解、ご協力の 

程、よろしくお願いいたします。   

 

【陵陽中学校 学校教育目標：目指す生徒像】 

◇ たゆまず 知性をみがく生徒 

◇ ゆたかに 心情を深める生徒 

◇ たくましく 体をきたえる生徒 

たゆまず ゆたかに たくましく 

【学ぶことについて】 

 ・課題を自ら見つけ、仲間と交流し合う中で、新しい自分と出会い、自分を成長させるために

は欠かせない学び。弱い心に負けずに、諦めず取り組み、学ぶ楽しさを実感してほしい。 

【豊かな心・健やかな身体について】 

 ・生徒会活動や行事、地域でのボランティア活動、部活動、日常の当番活動等、自主的な活動

に積極的に取り組み、仲間と一緒に心と身体を自ら鍛えてほしい。 

《 二つのことを達成するために 》 

・相手を認め、尊重する気持ちを自分自身で育てる。そのための第一歩として、人と人、心と

心をつなぐ、爽やかな挨拶を！ 

・自分の意志で自分を育て、自分の限界を超える努力を！ 今の自分を振り返り、正しい判断

の元、自己コントロールする力を伸ばしていく。 



◇平成29年度の陵陽が動き始めました！◇ 

【着任者の挨拶】 

教頭 川村 隆志 

青葉中学校より陵陽中学校に赴任した、教頭の川村隆志と申します。青葉中学校では３年間教頭として

勤めましたが、陵陽中学校では新１年生となります。初心に戻り、学校のために一所懸命に頑張りますの

で、生徒の皆さん・保護者・地域の方々、よろしくお願い致します。まずは、生徒の皆さんの「あいさつ」

と「合唱」に期待しています。 

教諭 町田 幹（１年２組担任・数学） 

今年度から陵陽中でお世話になります、町田です。教科は数学を担当します。大学から計５年以上上京

していたため、久しぶりの札幌での生活となります。東京に住んだことで気づいた札幌の魅力などを伝え

ながら、若さを生かし、フレッシュに精一杯頑張っていきたいと思います。 

教諭 幸正 明（１年３・４組副担任・理科） 

はじめまして、南区の石山中学校から参りました幸正 明（こうしょう あきら）と申します。着任の

ご挨拶に伺ったときに校章の由来は、「陵」と「太陽」の象徴であり、理想に向かって直進する意志の力を

デザインしているとお聞きしました。素晴らしいと感じました。私も理想に向かって日々努力していきま

す。よろしくお願いいたします。 

教諭 関口 愛（１年６組担任） 

初めまして。４月から陵陽中学校に着任しました関口愛と申します。生徒が毎日笑顔で過ごせるよう『楽

しく学べる環境づくり』に努め、保護者の皆さまとの連携を大切に生徒の成長を見守っていきたいと思い

ます。よろしくお願い致します。 

教諭 関 脩斗（２年１組副担任・英語） 

今年度より、英語教師として陵陽中学校に参りました関脩斗です。大学を卒業したばかりで分からない

事も多々あるかとは思いますが、生徒達と共に過ごす学校生活が楽しみでわくわくしています。学年・ク

ラス問わず生徒全員と関わりあえるよう、「明るく元気に」をモットーに精一杯努めてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

教諭 八代 裕平（２年３組担任・理科） 

大学卒業後、一年間観察実験アシスタントとして小学校で活動し、４月から陵陽中学校で勤務すること

になりました。元気で活発な陵陽中の生徒が楽しく毎日を過ごせるように、一人ひとりと向きあっていき

たいと思います。不慣れなことが多い、新米ですが、精一杯頑張っていきますので、よろしくお願いいた

します。 

教諭 大原 駿（２年６組担任） 

札幌市立山の手養護学校から赴任しました。陵陽中学校で働かせていただけることをとても嬉しく思っ

ています。まだまだ不慣れな点もありますが、生徒の皆さん一人ひとりとの関わりを大事にして一緒に成

長していけるように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

教諭 上村 史歩（３年６組副担任） 

 今年度より陵陽中学校で勤務することになりました上村史歩です。陵陽中学校の皆さんと毎日過ごせる

ことを今から楽しみにしていいます。６組の副担任、女子バレー部の担当として精一杯頑張りたいと思い

ます。至らない点がたくさんあると思いますが、これから１年間お世話になります。よろしくお願いしま

す。 

用務員 和田 実  

南区の藻岩北小学校から赴任してきました和田です。どうぞよろしくお願い致します。 

池田 真由子（学校図書館司書） 

水・木曜日を基本として、陵陽中で図書館のお仕事をします。               よよ

ろしく願い致します。 

浅間 克明（学びのサポーター） 

月・水・金曜日の午前中を基本として、学級に入って、                 学学習

支援をします。よろしくお願い致します。 

  



【学級担任・副担任一覧】 

学級 １学年 ２学年 ３学年 

１組 岡崎 麻衣子 国語 片野 恵 保体 須河 一美 社会 

２組 町田 幹 数学 畔川 由佳 社会 中田 紗衣 国語 

３組 北川 珠実 美術 八代 裕平 理科 蛯名 珠美 音楽 

４組 小川 一雄 社会 島田 絢子 英語 秋田谷 正史 英語 

６組 関口 愛 特別支援 大原 駿 特別支援 前野 貴文 特別支援 

副担任 赤松 泰①② 保体 関 脩斗① 英語 山田 哲嗣①② 数学 

副担任  幸正 明③④ 理科 三上 隆② 数学 五十嵐 淳元③ 技家 

副担任   石塚 鈴子③④ 国語 神  聖美④ 理科 

副担任     上村 史歩 特別支援 

所属 尾崎 淳子 養教     

 

 

【第５６回入学式】                     

新入生133名が、担任の先生から一人一人名前を呼ばれ、緊張の面持ちで返事をしていました。 
また入学式の中で、新入生代表として、川崎里桜さんが、以下のように語ってくれました。 
 
「新たな人達との出会いが、とても不安だけれど、それと同じ位楽しみです。」 
 
「話しかけてくれるのを待つだけでは、何も始まりません。私は、人見知りを克服するため、自分
から話しかけてみることにチャレンジしようと思っています。」 

 
「新入生一人ひとりが何か目標を立てて日々を過ごしてみたらどうでしょう。きっと充実した毎日
を過ごすことができると思います。」 

 
「行事（野外学習）は私が変わるためのきっかけになると思いますし、何よりクラスが団結して作
った料理は、格別においしいと思う。」 

 
「これから始まる中学校生活、私達は期待と不安で胸がいっぱいですが、皆さんと共に協力し、節
度ある楽しい日々をつくっていくことを誓います。」 

 
この言葉には、初々しさと同時に力強さも感じられ、とても頼もしく思えました。 
これからの活躍に大いに期待します。 

入学式後、ＰＴＡ入会式、最初の学級ＰＴＡと進んでいき、学級ＰＴＡでは、全学級で委員が決まり、

その後の学級写真撮影までスムーズに進行することができました。 

皆様のご協力に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【新入生歓迎会】 

 ４月１０日の５・６校時に体育館にて生徒会主催の新入生歓迎会がありました。１年生に先輩たちが行

事の紹介や委員会の説明がスクリーン等を使って行われました。後半は部活動の紹介でした。そこでは各

部の実演が行われ、ハプニングもありましたがたいへん盛り上がりました。１年生の退場後、生徒会長が

２・３年生に協力に感謝し、お礼を述べたのも印象的でした。 

 

 

【少人数指導工夫改善】 

 今年度は、以下の教科で指導方法の工夫改善に取り組みます。 

通年 

TT １年数学（９６時間）、２年国語（４８時間）・社会（４８時間）・理科（９６時間）、 

３年国語（４８時間）・社会（４８時間） 

習熟度 １年数学（６４時間）、２年国語（３２時間）・社会（３２時間）・理科(64時間)、 

 ３年国語（３２時間）・社会（３２時間） 

 

 上記教科以外にも、総合的な学習の時間等に少人数指導を取り入れ、内容の充実に努めます。 

 

【運動部活動学校間連絡方式】 

札幌市では、中学校の小規模化により、各学校における部活動の設置数が減少していることから、生徒

が希望する種目の運動部活動に入部できないという状況が見られます。そのため、札幌市教育委員会では、

平成28年度から、生徒が他校の運動部活動に参加する「学校間連携方式」を導入し、今年度もこの制度が

継続されます。これは、自分の学校に希望する部活動がない場合に、隣接する学校の運動部の活動に参加

を可能とするものです。本方式への参加に当たっては、希望生徒及び保護者の皆様には、学校における生

活面のルールや受入対象校における部活動のルールを守り、迷惑をかけないことなどについて約束してい

ただきます。なお、受入校の事情等により、受け入れできないこともあります。詳しくは幸正先生か教頭

にご相談ください。 

 

【スクールカウンセラー】 

今年も坂田香織さんが担当します。毎週木曜日に生徒・保護者の不安や悩みなどに対して心理の専門家

として助言や支援をします。 

 

【相談支援パートナー・学びのサポーター】 

 今年も宮口良弘さんが担当します。特別な支援が必要な生徒や不登校の生徒の支援を行います。 

 １０時から給食までを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

陵陽中学校では、地域に開かれた学校づくりを行い、地域の皆さまから信頼される、特色ある学校づ

くりを進めています。このロゴは、学校を公開しているサインです。陵陽中からのお知らせのプリントな

どに、このロゴマークがありましたら、ぜひお越しください。 

 

 

 

 

Open School Network 
たゆまず ゆたかに たくましく 

札幌市立陵陽中学校 


