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平成３０年度の始まりにあたって
夕張市立夕張中学校長

橋本

展晴

グラウンドの雪もすっかり無くなり、野球部やサッカー部が元気に活動する姿に、春本番を
感じる季節となりました。保護者・地域の皆様には、いかがお過ごしでしょうか。
さて、学校は、４月６日（金）に転入職員の着任式と第１学期の始業式を行うとともに、午
後からは、ご来賓の皆様、保護者・地域の皆様のご臨席のもと第９回入学式を行い、全校生徒
１００名、教職員２５名で平成３０年度の教育活動をスタートさせました。
始業式の式辞の中で、私は、３年生に対しては、最高
学年として学校全体をリードするとともに、自分自身の
進路実現に向けた取組に精一杯力を注ぐこと、また、２
年生に対しては、３年生と新１年生との間をつなぎ、学
校の中心として活躍することなど、それぞれの学年に対
する期待を述べました。生徒の皆さん一人一人が学習や
生徒会活動、部活動など、学校生活に「目標」をもち、
その達成を目指して努力を継続してほしいと考えていま
す。
また、入学式では、３２名の新入生が学級担任からの呼名に対して、会場全体に響き渡る元
気いっぱいの返事で答えました。新入生一人一人の返事には、「これから始まる中学校生活を
自分自身の努力で充実したものにしていこう！」という強い決意が込められているように感じ
ました。そして、新入生を代表し、小西 葵さんが小学校時代のバレーボール少年団での経験
をもとに、「中学校生活でもあきらめない心を忘れず、勉強や部活動で活躍できるように頑張
りたいです。」と力強く誓いの言葉を述べました。新入生の皆さんが、一日も早く中学校生活
に慣れ、日々の授業や生徒会活動に充実感をもちながら取り組むことを期待しています。
私たち教職員も１００名の生徒をご家庭よりお預かりし、身の引き締まる思いでいっぱいで
す。今年度も「やると決めたら、小さなことでも、全員で、徹底して、継続して、取り組む」
を合言葉に、一人一人の生徒にしっかりと寄り添い、学校の最も基本的な役割である授業の充
実による学力の向上やいじめの未然防止等の生徒指導の充実、道徳教育を中心とした豊かな心
の育成などに一丸となって取り組んで参ります。
保護者・地域の皆様におかれましては、引き続き、本校の教育活動に対しまして、ご支援・
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会へご参加いただき
ありがとうございました
４月１８日（水）、今年度最初の授業参観と懇談会、ＰＴＡ総会を開催し、平日の日中にも
かかわらず、多くの保護者の皆様にご参加いただきました。当日は、各学級の授業の様子をご
覧いただきますとともに、各学年の懇談会では、今年度の学級づくりの方針やご家庭と学校と
の連携について、懇談をさせていただきました。また、ＰＴＡ総会の中では、平成３０年度の
活動方針や会計予算案をご承認いただくとともに、役員体制についてもご承認をいただきまし
た。今年度からは、コミュニティ・スクールが始まることから、ＰＴＡ役員の代表の方にも学
校運営協議会のメンバーとなっていただき、連携を図りながら活動を推進していきたいと考え
ております。保護者・地域の皆様には、授業参観や学校行事のおりに学校へ足をお運びいただ
き、子どもたちの活動の様子をご覧いただければ幸いです。
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１日（火）安全点検日
夕張市教育研究協議会（午前授業）
２日（水）生徒総会 心電図検査１年
尿検査２次
教職員研修日（５時間授業）
３日（木）憲法記念日（祝日）
４日（金）みどりの日（祝日）
５日（土）こどもの日（祝日）
７日（月）修学旅行結団式
８日（火）３年修学旅行（～１０日）
１・２年標準学力検査
１・２年教育相談
９日（水）１年知能検査
１・２年教育相談
１０日（木）１・２年教育相談
スクールカウンセラー来校
１１日（金）１・２年教育相談
３年回復休業
１４日（月）教職員研修日（５時間授業）
１６日（水）スクールカウンセラー来校
１８日（金）尿検査３次
２１日（月）職員会議（５時間授業）
２３日（水）２年宿泊学習（～２４日）
２５日（金）２年回復休業
２８日（月）評議会・常任委員会
２９日（火）１・３年歯科検診
３０日（水）夕中クリーンデー
３１日（木）スポーツ大会前日準備

４月１日付けで、本校に５名の教職員が新たに着任いたしました。保護者・地域の皆様には、たいへ
んお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
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岩見沢市立豊中学校から転入

この度の人事異動で岩見沢市立豊中学校から転勤して参りました 酒井 誠 です。夕張は、統合前
の清水沢中学校時代の平成１０年４月から平成１４年３月までの４年間お世話になっておりました。
着任して数週間あまりですが、とても懐かしく、夕張の自然の素晴らしさと人の優しさを改めて感じ
ております。微力ではございますが、夕張中学校の生徒たちの成長に少しでも役立てるよう全力をつ
くしますので、よろしくお願いいたします。
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浜中町立浜中中学校から転入

この度の人事異動により、釧路管内の浜中中学校から異動してきました 飯部 統 といいます。よ
ろしくお願いいたします。僅かな不安と大きな希望をもって、この夕張中学校に赴任いたしました。
これまでの自分自身の経験を生かし、少しでも夕張中学校の生徒たちにより良い教育活動を提供して
いけるよう、微力ながら全力で取り組んでいきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいた
します。
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岩見沢市立栗沢中学校から転入

岩見沢市立栗沢中学校から転入しました 川村 晶子 です。夕張小中学校・夕張北高校を卒業し、
幌南中学校に閉校までの６年勤務していました。この度再び夕張の子どもたちと過ごせることに強い
縁を感じ、大変うれしく思います。一日も早く新しい環境に慣れて、夕張の教育に力を尽くしていき
ますので、よろしくお願いします。
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岩見沢市立緑中学校から転入

岩見沢市立緑中学校から参りました 山﨑 慶子 です。教員生活２０数年となりました。夫一人、
小２の娘一人の３人家族です。趣味は蝶採集です。ここ１・２年は、忙しくてなかなか野外に出られ
ませんでしたが、夕張はフィールドとして何回も足を運びました。５月に家の周辺で黄色の蝶が飛ん
でいたら教えてください！どうぞこれからよろしくお願いいたします。
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日高町立富川中学校から転入

日高町立富川中学校から参りました。夕張と言えばメロン！そして、マウントレースイ！というイ
メージなのですが、先日受けた検査で花粉症とともにメロンもアレルギーだとわかり、生殺し状態。
スキーもずっとＣ評価で生きてきており、マウントレースイのパウダースノーが目にしみます・・・。
上記二つ以外の夕張の良さを早く発見して楽しみたいと思っていますので、色々と教えてくださると
嬉しいです。よろしくお願いします。

