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小中野中学校だより 平成２７年 ４月２０日

第２６号

ひとつのつぼみはいちどしかひらかない

平成 27年度 小中野中学校テーマ 「 凡 事 一 流 」 校長 上 野 修 子

4 月 7 日 64 名の新入生を迎えて新学期が 平成２７年度のスタッフです。
無事スタートしました。入学式の式辞のなか よろしくお願いします。
で述べたことをもう一度お知らせしたいと思
います。 ◆ 校 長 上野 修子 国語
小中野中生には、自分の目標や志に向かっ 教 頭 佐藤 俊之 理科

て、どんな場合でも、全力を尽くして、自分 教務主任 十文字英一 技術
を鍛える中学生であってほしいと願っていま 生徒指導主任 助川 淳二 保体
す。 そのために、今年度は「凡事一流」と ◆ １年 主任 小野崎敦子 国語
いう目標を掲げます。 １ 組（副主任） 大下 聡 理科
二，三年生には既に「凡事徹底」「凡事一流」 ２ 組 河村 直 社会
という言葉を紹介しています。「凡事徹底」 ◆ ２年 主任 館 美穂子 国語
とは「人として当たり前で平凡な事でも、そ １ 組（副主任） 石澤めぐみ 家庭
れを徹底して継続することによって、非凡な ２ 組 戸来 友拓 数学
優れた成果が得られる。」という意味です。 のぞみ 丸山エイ子 英語
当たり前のことを徹底してやり続けることに ◆ ３年 主任 小田代直子 音楽
より、一流を目指そうとするのが、「凡事一 １組（副主任） 坂本むつ子 英語
流」です。では中学生にとって「当たり前の ２組 大塚 聖子 保体
こと」とは何でしょう。（私は三つのことを ３組 馬渡 正仁 数学
お願いします。） 進路指導主事 大塚 聖子 保体
一つ目は「学習に真剣に取り組む」という ◆ 養護教諭 三浦はるか

ことです。中学校は学ぶところです。しかし、 事務主事 村尾 利幸
やらされている勉強では何も身につきませ 技能主事 木村 満
ん。自分の夢や希望を見つけて実現するため ◆ ＰＴＡ事務 角田智佐子
に、進んで学習に立ち向かう態度・習慣を身 給食配膳員 工藤ふみえ
につけてほしいと思います。基礎的基本的な ＡＬＴ ポール・ボーランド
知識や技能を確実に習得するように、学習に 心の相談員 横川 照子
真剣に取り組むことを期待しています。 特別支援アシスタント 泉山 庸子
二つ目は「自分の心を磨く」ということで

す。さわやかで元気のよいあいさつ、はきは
きした受け答え、清潔感あふれる身だしなみ、
時間を守る姿勢といった基本的な生活習慣、
これこそが「凡事徹底」「凡事一流」の基盤 ●部活動
です。生活のきまりをきちんと守り、安心し 野球 戸来 友拓
て楽しく友達と学校生活を送る中で、自分の ソフトボール 助川 淳二
心を磨いてください。 ソフトテニス 石澤めぐみ
三つ目に「たくましい生徒になる」という 男子バレー 馬渡 正仁

ことをお願いします。これからの中学校生活 女子バレー 大塚 聖子
で、学習や係活動、部活動に粘り強く取り組 卓球 坂本むつ子 （村尾 利幸）
んで心と体を鍛え上げてください。友達との （三浦はるか）
トラブルに心が折れたり、悩んだりといった 剣道 大下 聡 （佐藤 俊之）
つらい日々があるかもしれません。多感なこ 柔道 十文字英一
の時期には、当然予想されることですから、 吹奏楽 小田代直子 河村 直
そんな時は自分を鍛えるチャンスと考えて、 報道 小野崎敦子 丸山エイ子
仲間とともに乗り越え、たくましい心身を育 美術 館 美穂子
んでほしいと思います。
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平成２７年度小中野中学校経営方針

１ 経営の基底

創立以来、心の支えとしてきた「ひとつのつぼみはいちどしかひらかない」の精神を
基底に、学校経営を進めていきます。
生徒はリュックに保護者や家族、家庭環境、経済的な事情、友達・・・を詰めて登校してきま

す。中には生徒に起因しない大人社会の事情を抱えながら学校生活を送っている生徒もいます。
だからこそ、学校は、生徒にとって安心して通える「ひだまり」のような場所でなければならな
いと思います。さらに、東日本大震災は私たちの人生観・価値観に大きな影響を与え、「生かさ
れたいのち」を実感することになりました。教師は、「命」を大切にして一生懸命に生きること
を学ばせなければならないのです。このことは本校初代校長 小沼 勉 氏の掲げた校訓「ひと
つのつぼみはいちどしかひらかない」の精神を受け継いでいくことに他ならないと考えています。
小中野中学校全職員は、このことを心に留めて教育に当たっていきます。
学習指導要領の趣旨や、情報通信技術の進展や世界のグローバル化、少子高齢化といった急激

な社会の変化に対応できる柔軟性のある人材の育成が求められているといった時代のニーズを踏
まえ、平成２７年度は平成２６年度に設定した教育目標を踏襲します。

２ （１）校 訓 ひとつのつぼみはいちどしかひらかない
（２）教育目標 しなやかに たくましく 生き抜く生徒 （平成２６年度設定）
（３）努力目標 ○ 志をもって、自ら学ぼう （知）

○ 心豊かに互いを大切にしよう （徳）
○ 粘り強く心身を鍛えよう （体） （平成２６年度一部改訂）

３ 平成２７年度 学校目標
「凡事一流・・・基礎的基本的な知識・技能の確実な定着」
【重点施策】
①「こなノート」の点検と活用による、基本的生活習慣・学習習慣の定着。
②ユニバーサルデザインを意識した板書と学び合い場面（効果的な言語活動）の工夫の実践

（校内研）
③キャリアノートの活用、未来への架け橋講座等による夢や志につなげる指導の充実。

（あおもりで「生きる・働く」を学ぶキャリア教育実践事業）
【評価基準】
①年２回学習・生活実践調べを実施し、基本的な生活習慣、学習習慣のプラス評価を８０％
以上とする。

②年２回学校評価アンケートを実施し、「授業がわかる」という生徒からの評価を８０％以
上とする。

４，５月のこと 春季大会等 桜が咲きました
４／１８（土）～１９（日） 柔道 ４／１６現在
４／２５（土）～２６（日）２９（水） 野球

２５（土）～２６（日） バレーボール ソフトボール
２９（水）５／２（土）～３（日） 卓球
２９（水）５／２（土） ソフトテニス
２９（水） 吹奏楽祭

５／ ５（火） 剣道
９（土）～１２（火）３年修学旅行
１１（月）～１４（木）１，２年家庭訪問
１５（金） １，２年遠足
１５（金）～ テスト週間 部休
１８（月）～２１（木）教育相談
２２（金） １次考査 八戸市学校安全情報配信シス
２４（日） 小中野小・地区合同運動会 テムへの登録ありがとうござ
２８（木） ＪＳ研修会① いました。本登録確定メール

は４／２７に配信予定です。


