
 

 

 

 

 

  
 

 

 

昨年８月に新校舎が竣工し、旧校舎は新校舎

落成記念式典の翌日（９月５日）から解体工事

が始まり、先月（３月）終了しました。今年度

はグラウンド工事が行われます。体育の授業や

部活動、登下校などで引き続きご不便をおかけ

しますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い

申し上げます。 

さて、４月２日(月)の入学受付では 159 名が

手続きを終了しました。通常の学級は、新入生

は５学級(少人数学級)の編制になります。また、

新２年生は３学級、新３年生は３学級、特別支

援学級は２学級で、合計 13 学級、全校生徒 390

名でスタートいたします。入学、進級した生徒

の皆さんには、夢や希望をもち、失敗を恐れず

挑戦する気持ちを大切に、学校生活を送ってほ

しいと思います。 

本年度も保護者の皆様、地域の皆様のご理解

とご協力の下、心通う落ち着いた教育環境の中

で、子どもたちが「中央中に通えてよかった」

と思える学校づくり進めてまいりいきたいと思

います。 

  
 

*** 校風と伝統 ～「先輩の背中」から～ *** 

本校は、昭和 43年９月に、一条中学校（昭和

22 年開校・南２条東６丁目）と陵雲中学校（昭

和 29年開校・北２条西 11 丁目）が統合されて 

できた学校です。また、昭和 24年には第三中 

学校が一条中学校に統合されています。この

よう 

 

 

 

 

 

校 長  橋本 敏昭 

できた学校です。また、昭和 24年には第三中学

校が一条中学校に統合されています。このよう      

に本校には、一条中学校と陵雲中学校、さらに

第三中学校を含めた卒業生の皆さんが築き上げ

てきた伝統と校風があり、8,878 名が本校を卒

業しています。 

これまでの歴史の中で、校風と伝統は代 「々先

輩の背中」から引き継がれ、発展してきました。

ただ引き継ぐだけではなく、新しい風を吹き込

みながら発展させてきました。 

中央中学校は今年、平成 30 年 11 月２日(金)

開校 50 周年記念式典を計画しております。 

**** 校訓 「吾あり 人あり 学びあり」**** 

これは平成 13 年度に制定された本校の校訓

です。校訓には自分自身を大切にし、人を大切

にする学びの場でありたいという願いが込めら

れています。生徒一人一人が全員、同じ力をも

っているわけではありません。だからこそ、互

いに支え合い、自分の役割や居場所を見付ける

ことができる心の成長と思いやりの気持ちや感

謝の気持ち、素直な心をもった人になってほし

いという願いが込められています。 
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新年度のスタートに当たって 



◇平成３０年度 ４月の主な行事予定◇ 
４月 10 日（火）11 日（水）、16 日（月）、17 日（火）、18 日（水）１年生部活動見学 ～16：30 
４月 12 日（木）PTA 総会 14：40～ 健全育成委員会 15：40～ 学年委員会 15：55～  

専門委員会 16：20～ 、尿検査一次 
４月 13 日（金）1・2 年ＷＡＴ(学力向上プログラム)、3 年学力テスト、 

ワーク販売(朝 8：10～ 3 階多目的室) 
４月 16 日（月）前期時間割開始、任命式(5 校時) 
４月 18 日（水）学級写真撮影、眼科検診(1 年 午後) 
４月 19 日（木）部活動入部申込書提出締切   
４月 27 日（金）二計測、視力・聴力検査、歯科検診 
     ※時間帯は目安です。詳細は後日、改めてプリントにてご案内申し上げます。 

◇就学援助等のお知らせ◇ 
今年度の就学援助の申請を受け付けています。申請をお忘れの場合は学級担任へ至急ご連絡ください。 
後日、お子様に申請書を持たせます。就学援助制度へのお問い合わせは本校担当者の高橋喜子・羽生有紀 
(241‐6266)、あるいは市教委教育推進課学事係(211‐3851)にお問い合わせください。 
また、①平成 30年度より就学援助の認定を受けた中学生のいるご家庭に対し、生徒会費相当額 2,340円(年 
額)が支給されます。②昨年に引き続き、次の医療機関において、就学援助世帯の児童生徒・ご家族の医 
療費窓口負担を減免しております。詳しくは次の医療機関に直接お問い合わせください。 

・各勤医協病院・診療所（北海道勤労者医療協会本部事務局 011-811-5370） 
      ・ホームページ http://www.kin-ikyo.or.jp/ 

 

◆着任教職員の紹介◆ 
 
 
 
 
 
 
◆平成３０年度中央中学校教職員一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎校 長  橋本 敏昭  
◎教 頭  大髙 雅子      
◎１学年 
《担任》      《副担任》 
１ 組   野呂 綱衛（英語／生徒指導部）     １・３組 三浦 雅美（理科／教務部）      
２ 組  大矢 悠真（数学／生徒指導部）    ４・５組 菅  寿枝（英語／生徒指導部） 
３ 組  渡部 功哉（美術／生徒指導部）      ２組 柏 たまき（国語／教務部） 
４ 組  前田 潤 （理科／教務部）           今津 義弘（社会／生徒指導部） 
５ 組  平井 旭人（保体／教務部） 
６ 組  山川 幹夫（特別支援／生徒指導部） 
◎２学年 
《担任》         《副担任》 
１ 組  池田 恵美 （保体／生徒指導部）   １・２組 松倉 文紀 （社会／教務部） 
２ 組  山田 翔子 （国語／生徒指導部）     ３組 加藤 あゆ子（音楽／教務部） 
３ 組  鈴木 裕人 （数学／生徒指導部）        堀田 恵美子（保体／生徒指導部） 
６ 組  荒木 千里 （特別支援／生徒指導部）              
◎３学年 
《担任》       《副担任》 
１ 組  髙田  淳 （技家／教務部）    １組   保格   諭（数学／教務部）  
２ 組  知北 紗代子（英語／教務部）     ２組   辻  仁司（社会／生徒指導部） 
３ 組  工藤 千春 （理科／教務部）      ３組    古畑 理絵（国語／教務部） 
６ 組  本間 朋子 （特別支援／生徒指導部）  
◎通級指導教室 
ことば 伊藤 瑞枝     きこえ 中島 豊子    まなび 桑島 啓介・奥田 眞子 
◎保健室・事務室・用務員室・職員室 
保 健 室 中島 裕恵（養護教諭／生徒指導部）、 事務職員 高橋 喜子・羽生 有紀   
用 務 員 管野 法幸 校務助手 品田 眞由美 
スクールカウンセラー 加藤 才詠子（毎週火曜来校） 
◎図書館・ひだまり 
学校司書 常松 充子 相談支援パートナー・学びのサポーター 鈴木 晴美・木村 祐子・原田 勇希 
◎日直代行員 廣奥 かほる・富本 完二   
 

 ６日の着任式において、橋本校長先生より１１名の教職員が紹介されました。 
大髙 雅子(おおたか まさこ) 教頭先生  柏 たまき(かしわ たまき) 先生（国語） 
松倉 文紀(まつくら ふみのり) 先生（社会）  今津 義弘(いまづ よしひろ) 先生（社会） 
大矢 悠真(おおや ゆうま) 先生（数学）  前田  潤(まえだ じゅん) 先生（理科）   
野呂 綱衛(のろ つなもり) 先生（英語）  山川 幹夫(やまかわ みきお) 先生（特別支援）    
奥田 眞子(おくだ まこ)先生（通級指導）  高橋 喜子(たかはし よしこ) さん（事務職員） 
羽生 有紀(はにゅう あき) さん（事務職員）    
どうぞよろしくお願いいたします。 


