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例年になく少ない降雪となった今シーズンの冬も終わりを告げ、ようやく春らしい気候となり、いよいよ平

成２８年度がスタートしました。改めまして、それぞれご入学、ご進級おめでとうございます。先週入学した新

１年生を含め、本校の子ども達全員がこの一年楽しく充実した中学校生活を送ってほしいと願っています。

さて、年度はじめということで、改めて本校の「学校教育目標」や「目指す像」等についてご理解いただき、

保護者や地域の皆さまと緊密な連携のもと、成果や課題を共有しながら、学校経営をすすめていきたいと考

えます。

【学校教育目標】

○やり通す～たくましい体と強い心を持ち、自ら鍛え最後までやり抜く

○協力する～豊かな心を持ち、自らに厳しく、温かく補い合い進んで協力する

○前進する～美しいものに感動し、広く考え、自らを高め、常に向上する

【目指す姿】

○学校像～教師、生徒、保護者が協働して創りあげ、生徒の自立を

促す活動が展開される学校

○教師像～たえず研鑽に努め、愛情と信頼の絆で生徒の良さを引き

出す実践力のある教師

○生徒像～基本的生活習慣を身に付けて主体的に学び、豊かな

感性と表現力のある規律正しい生徒

【学校課題】

「豊かな心」の育成と、一人一人が生きる「分かる授業」の創造

【強く意識させる啓北中４本柱】

○挨拶励行（笑顔と挨拶） ○環境美化 ○私語撲滅 〇時間厳守

今年度も、本校で実践するすべての教育活動（教科指導、学校行事、生徒会活動、部活動など）は、常に

こういった目標や方向性を意識しながら、その達成を目指して行われることになります。ぜひ、保護者・地域

の皆さまにもご理解いただき、子ども達の健やかな成長に向けてご協力いただけると幸いです。

ところで、これから毎月発行されるこの「学校通信」は本校の情報発信ツールのひとつとなります。学校の

経営方針や教育活動の内容、子ども達の学校生活の様子など、本校の教育活動に関する様々な情報を保

護者や地域に発信し、ねらいや課題を共有することが最大の目的です。この他にも、各担任が発行する「学

級通信」には、より詳細な子ども達の生活ぶり、担任の思いなどがたくさん詰まっています。ただ、こうした学

校からの配布物がなかなかお手元に届かないということも多いようです。子ども達には、学校で渡されたプ

リント類は必ず親に渡すよう指導はしますが、たまにカバンの隅に押し込まれている可能性もありますので、

時折お子さんに声かけをしていただければと思います。今年も一年、教職員一丸となって頑張りますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

校長 佐 竹 秀 行



担任・副担任（◎主任○副主任 担 当 授 業 担当部活動

◎１組担任 平野 拓央 １年全理科 1年数学ＴＴ ﾊﾞｽｹｯﾄ
２組担任 石岡 健 全学年音楽 吹奏楽

一 ３組担任 新島 啓太 １年全社会 サッカー
学 １組副担 神 めぐみ １年全英語少人数 1年数学ＴＴ 吹奏楽

２年全英語少人数
年 ２組副担 吉原 一格 １年全英語少人数 1年数学ＴＴ 卓球

２年全英語少人数
３組副担 大沼 宏好 １年全数学ＴＴ 美術
通級指導担当 木下 友博 １年全国語 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

◎１組担任 太田 秀藏 ２年全英語少人数 野球
２組担任 遠藤 孝行 全学年技術・家庭科 野球

二 ３組担任 大西 政行 ２年全保健体育、１年1組組保健体育 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
学 ○４組担任 外山 雄大 ２年全数学 サッカー
年 １・２組副担 佐藤 拓史 ２年全国語 体操･剣道

３・４組副担 森 圭子 ２年全理科 女子ﾊﾞｽｹｯﾄ
主幹教諭 佐藤 通隆 ２年全社会 卓球
支援員 藤原 銈子

◎１組担任 髙木 真紀子 ３年全国語 陸上
２組担任 西川 潤 ３年全数学少人数 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

三 ３組担任 鈴木 学 ３年全社会 柔道ﾄ
学○４組担任 山崎 誠 ３年全理科 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
年 １･２組副担 佐藤 広英 ２年全保健体育、１年2．3組組保健体育 ｱｲｽﾎｯｹｰ

３組副担 長谷川佳菜未 全学年美術 男子ﾊﾞｽｹｯﾄ
４組副担 宮川 慶子 ３年全英語 美術
時間講師 勝 美里 ３年全数学少人数
養護教諭 坂口 明子 ﾊﾞｽｹｯﾄ

今年度は学校長を始めとし、７名の職員が着任しま
した。啓北中学校に新しい風を吹かせてくれること期
待しています。以下７名の職員を紹介します。

平成28年度 啓北中学校教職員一覧

この度、先月ご勇退された村上校長の後任として、和光中学

校より赴任してまいりました。歴史と伝統ある本校で勤務できるこ

と、そして、様々な分野で活躍している啓北中学校の子ども達に

出会えることを心から楽しみにしていました。これまで、歴代の教

職員と卒業生の皆さんが築き上げてきた啓北中のよさを継承しな

がら、微力ではありますが精一杯努めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

佐竹秀行 校長（苫小牧市立和光中学校より）

石岡 健 教諭（苫小牧市立明倫中学校より）

この4月から明倫中学校より赴任しました。歴史と伝統ある啓

北中学校が揚げる、やり通す､協力する、そして前進できる生徒

の育成のために誠心誠意、日々の教育活動に取り組ませていた

だきます。中学生として過ごす多感な3年間。たくさんのことを感

じ、ともに成長していきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

この度、光洋中学校より赴任した佐藤拓史と申します。伝統あ

る啓北中学校での新たな出会いにワクワクしています。啓北中学

校の子ども達のために少しでも役立てるよう、一生懸命頑張りま

す。どうぞよろしくお願いします。

佐藤拓史 教諭（苫小牧市立光洋中学校より）

新島啓太 教諭（札幌市立羊丘中学校より）

この度、札幌市の羊丘中学校より赴任してまいりました。1年３

組担任、1年生の社会科を担当します。2年間札幌市で教員を務め

ながら、エスポラーダ北海道でプロフットサル選手として活動していま

した。新たな人生は、自分の育った苫小牧の子どもたちの、未来

の可能性を少しでも広げるきっかけになるため、微力ながら力を

尽くしたいと考えています。啓北中学校の生徒たちが楽しく真剣

に、生き生きと輝けるよう一緒に過ごしていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

勝 美里 教諭（白老町立緑ヶ丘小学校より）

この度、非常勤講師として3年生の数学を担当することになり

ました勝美里と申します。1年ぶりの中学校勤務にドキドキしつつ

も、新卒時代に過ごした懐かしい校舎に感慨もひとしおです。少

しでも数学の好きな人が増えるように、お手伝いできたらと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

１２㈫ 学級写真撮影 尿検１次
１３㈬ 全学年学力テスト
１４㈭ 認証式 常任委員会 ３年内科検診
１５㈮ 中央委員会
１７㈰ オヤジの会 ベンチづくり
１８㈪ 身体測定
１９㈫ 常任委員会・協議会・局会

中央委員会・議長指導
全国学力学習状況調査(３年)
苫小牧市統一学力検査(１、２年)

２０㈬ 授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会
学校経営説明会

２１㈭ 体育大会原案審議、生徒総会学級審議
１年内科検診

２２㈮ 尿検査２次
２３㈯ 野球部 苫民報杯
２４㈰ 野球部 苫民報杯 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部春季大会
２５㈪ 常任委員会
２７㈬ 命を大切にする集会
２８㈭ ２年内科検 生徒総会 常任委員会
２９㈬ 昭和の日（祝日） 野球部 苫民報杯

校 長…佐竹秀行
教 頭…石田憲一
事務職員…長尾邦弘
公務補…花岡仁志
事務補…蛯澤 薫
心の相談員…櫻井真布
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ…遠山明子
会 計…金子啓子
給食配膳…斎藤繁美
給食配膳代替…細間静子

花岡仁志 教諭（苫小牧市立大成小学校より）

大成小学校からきました花岡仁志と申します。啓北中学校の職場

環境に早くなれ、先生、生徒が気持ち良く学校生活を送れるよう仕事

をしていこうと思います。よろしくお願いします。

藤原銈子 教諭

チューリップが目を出し始め、春になりました。この度、特別支

援教育支援員として勤めることになりました藤原銈子です。私は

今から25年前に啓北中の教諭として勤めていました。教科は技

術家庭です。27学級もある大規模校でした。校歌や母校讃歌は、

今でもしっかり覚えています。始業式の皆さんの姿は整然として

立派です。皆さんのこの一年、目標をもって最後まであきらめず

に頑張って下さい。私も皆さんに少しでも支援できるように頑張り

ます。


