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  春の到来を感じながら ８０名の新入生を迎えて 
                           名寄東中学校長 野宮  勉 
  

 名寄市にも、ようやく春の訪れを感じる４月５日に、多くのご来賓、並びに保護者・地域の皆様のご臨席を賜り、８０名の新入

生を迎えて、平成３１年度名寄市立名寄東中学校入学式を挙行いたしました。 

 本校の教育目標は「ともに生き 明日を拓く 創造と実践」です。そして本年度の重点教育目標である「主体的、対話的に学

び、豊かに表現できる生徒の育成」の達成を願って、３つのことを新入生にお話ししました。 

   

 また、４月４日の１学期始業式では２・３年生に２つのことを話しました。 

 １点目は「清々しい挨拶」です。爽やかで清々しい挨拶は大変気持ちのいいものです。清々しい挨拶、相手を思いやる優しい言

葉遣いが、人間関係を豊かにしてくれます。皆さんの挨拶は大変素晴らしいです。ぜひ今年度も、新入生のよき手本となるよう

に、清々しい挨拶を続けて下さい。 

 ２点目は「挑戦」です。高い志をもち、自分の夢に挑戦することです。 

「自分は、こんな風に社会に貢献したい」「こういう人生を歩みたい」という「高い志」をもち、自分に何ができるか考えて欲し

いと思います。高い志をもち、夢に挑戦するには、自分の夢を実現するのだという、堅固な意志と、自分を鍛える覚悟が必要で

す。どんなにすばらしい才能の持ち主でも、努力がなければ夢に近づけません。そのためにも今年の目標を明確に掲げてくださ

い。そして計画を立ててください。そして、自分の夢に挑戦し続けてください。そのためには生徒の皆さん、どうか、１時間１時

間の授業に、部活動に、緊張感をもち、真剣に取り組んでください。その積み重ねが夢の実現につながります。 

 今年度も、生徒が安心して通える学校作りを念頭に、笑顔と活気のある名寄東中学校を目指して、教職員一丸となり教育活動に

取り組んでいきますので、昨年度同様、ご理解とご協力をお願い致します。 

５月の主な学校行事 
 １日（水）新天皇即位の日 

 ２日（木）国民の休日  

 ３日（金）憲法記念日 

 ４日（土）みどりの日 

 ５日（日）こどもの日 

 ６日（月）振替休日  

 ７日（火）～１０日（金）３年修学旅行 

 ７日（火）～１５日（水）１・２年家庭訪問 

１３日（月）教育実習Ⅰ開始 歯科検診 

１５日（水）尿検査 PTA全役員会 

１６日（木）心臓検診 

 

  自転車通学の時期になりました。ゴー

ルデンウィークに向けて交通量も増加し

ます。安全に十分留意して自転車に乗る

よう，ご家庭でも声掛けをお願い致しま

す。 

 特に，左右を確認しての横断，信号の

遵守，周り（歩行者）をしっかり見た走

行を心がけてほしいと思います。 

  

  《東中生の事故０（ゼロ）！》 

１７日（金）避難訓練 常任委員会 

２０日（月）体育大会特別日課開始 

２１日（火）PTA懇親会 

２３日（木）体育大会総練習 

２４日（金）校内研修  

２５日（土）体育大会 

２７日（月）体育大会振替休業日 

２８日（火）後片付け 歯科検診 

３０日（木）～６月６日（木） 教育相談 

３１日（金）教育実習Ⅰ終了 

 １つ目は「元気な挨拶をしよう」です。学校生活を明るく楽しくするのは挨拶です。たくさんの人と協力しあったり、助け

合ったりしていくためにも いつも爽やかで相手に聞こえる、明るく元気な挨拶を心がけてください。 

 ２つ目は「自立する心」をもって欲しいということです。中学校では勉強する教科も増え、教える先生方も毎時間変わりま

す。小学校時代にはいろいろな面で担任の先生に頼っていた生活から、自分で考え進んで行動しなければならない場面が多くな

ります。この入学をきっかけとして、ぜひ自ら考え、判断し、行動する、自立する心を大切にして欲しいと思います。 

 ３つ目は「夢と希望をもち、諦めずに、挑戦する」と言うことです。皆さんはこれから、夢や志の実現に向かって、様々な場

面で努力していくことと思います。東野義雄さんは「夢と人生」で次のように書いています。 

  

 若者は夢をもて。 夢を実現するための計画を立てよ。 

 計画に従って努力せよ。  

 努力は必ず成果をもたらす。 

 成果のあるところに感動がある。 

 その感動の先に次の夢が生まれる。 

 人生は夢と感動の連続である。 

 そして、自分の将来に夢と希望を持ち、その実現に向けて、充実した中学校生活を送ることを願っています。 



【転入教職員の紹介】

教 頭 中 村 公 暢
東神楽中学校から参りました。保護者・地域の皆様とと

もに、名寄東中学校が更に素晴らしい学校となるために力

を尽くしたいと考えております。よろしくお願いいたしま

す。

教 諭 斉 藤 範 行
名寄市立名寄中学校から参りました。生徒と共に成長し

続けられるように、１つの言葉、１つの表情、１つの動作

を大切に接していきます。よろしくお願いいたします。

教 諭 鎌 田 亮 祐
旭川市立北門中学校から参りました。素直で明るい雰囲

気をもつ東中で働けることを嬉しく思います。全力で生徒

たちと関わります。よろしくお願いいたします。

教 諭 金 子 茉 央
士別市立士別南中学校から参りました。生徒たちが充実

した学校生活を送れるよう、日々教科・生徒指導力の向上

に努めたいと思います。よろしくお願いいたします。

教 諭 前 田 達 博
北海道教育大学を卒業し、今年度から教員になりました。

元気溢れる東中の生徒とともに学び、生徒の成長の手助け

になれるように頑張ります。よろしくお願いいたします。

教 諭 寺 口 翔 馬
今年の３月に北海道教育大学旭川校を卒業し、今年度か

ら教員になりました。生徒とたくさんのコミュニケーショ

ンを取り、生徒とともに一日一日成長できるよう全力を尽

くしたいと思います。よろしくお願いします。

教 諭 谷 本 有 彩
今年の３月に國學院大學北海道短期大学部を卒業し、教

員になりました。教員として生徒と共に多くのことを学び

たいと思います。よろしくお願いいたします。

事務職員 法 島 賢 哉
占冠村立占冠中学校から参りました。名寄東中学校の教育

環境整備に全力を尽くしていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

支援員 善 正 裕 之
名寄高校を定年退職し，支援員としてお世話になることと

なりました。生徒の可能性を引き出すように精一杯頑張りま

す。よろしくお願いします。

事務生 溝 口 裕 美
名寄市立風連下多寄小学校から参りました。事務・配膳、

その他色々と職員や生徒皆さんの下支えになる様、がんばり

たいと思っております。どうぞ、宜しくお願い致します。

第１回参観日・PTA
総会が４月１３日に行
われました。ご来校い
ただいた保護者の皆
様、たいへんありがと
うございました。

PTA 総会では、３０年度の活動報告と３
１年度の活動計画が審議されました。役員
の選出も行われ、右記のとおり役員体制が
決定しました。

《東中学校 共に支える ＰＴＡ》
をスローガンとして活動を推進していきま
すので、ＰＴＡ会員の皆様のご理解ご協力
をお願いいたします。

なお、「ＰＴＡ懇親会」は 5 月 21 日（火）
に行われます。多くの皆様のご参加をお待
ちしております。（5/16 締切）

役　職　名 氏名（敬称略） 役　職　名 氏名（敬称略）

会　　　長 栗　山　　　覚 顧　　　問 野　宮　  　勉

副　会　長 福　富　朋　美 事務局長 中　村　公　暢

〃 八　島　弘　恵 事務局次長 吉　本　陽之介

〃 長　尾　　　恵 事務局員 畠　　　雅　義

〃 黒　田　美代子 　 堀　　　朝　香

〃 小　室　　　優 　 鎌　田　亮　祐

〃 山　本　綾　子 金　子　茉　央

監　　　査 木　下　亜　紀 眞　野　寧　馨

〃 阿　部　年　宏

〃 今　井　留美子

平成３１年度　ＰＴＡ役員名一覧

職　名 氏　名

校長 野宮　　 勉

教頭 中村　公暢

主幹教諭 吉本　陽之介

教諭 斉藤　範行 1-1 担任

教諭 佐々木　由美 1-2 担任

教諭 鎌田　亮祐 1-3 担任

教諭 前田　達博 1-1 副担任

教諭 齋藤　由希 1-2.3  副担任

教諭 宮下　隆太郎 2-1 担任

教諭 眞野　寧馨 2-2 担任

教諭 寺口　翔馬 2-1 副担任

教諭 鈴木　未樹 2-2 副担任

教諭 加賀山　瞬 3-1 担任

教諭 石川　聖剛 3-2 担任

教諭 畠   　雅義 3-1 副担任

教諭 村田　法華 3-2 副担任

教諭 手塚　   諒 3-1,2 副担任

教諭 松井　秀樹 特別支援

教諭 兼重　文音 特別支援

教諭 堀　　朝香 特別支援

教諭 金子　茉央 特別支援

教諭 谷本　有彩 特別支援

事務職員 法島　賢哉

技師 真坂　典敬

事務生 溝口　裕美

支援員 佐藤　一臣

支援員 善正　裕之

相談員 荻野　摩紀

ALT ﾏﾃﾞｨｿﾝ ﾊﾟｰｷﾝｽ

特別支援学習支援員

特別支援学習支援員

心の教室相談員

　

【平成３１年度　教職員一覧】

３年理科　１・２年理科ＴＴ

２・３年保体

２年英語　１・３年英語ＴＴ

１・２年家庭科

２年国語ＴＴ

２年理科　２年数学ＴＴ　３年理科ＴＴ

２・３年国語

全学年技術　３年家庭科 ３年国語ＴＴ

３年数学　１・２年数学習熟度

全学年美術

１年理科

１年国語

学年・学級 担当教科

１年数学　２・３年数学習熟度

全学年音楽　１年国語ＴＴ

１年英語　２年英語ＴＴ

１・３年社会

１年保体

２年数学　１・３年数学ＴＴ・習熟度

１・２年社会

３年英語


