
 

校長 細 野 輝 彦 
平成３０年度の学校生活が始まりました。明る

く元気な子どもたちに囲まれ、この伝統ある豊浦

中学校の学校経営を任されたことに責任の重さを

ひときわ感じているところです。今年度、２５名

の１年生を迎え、生徒数６６名、教職員数２１名

でスタ－トいたしました。保護者の皆様をはじめ

地域の皆様の温かいご支援とご協力をいただき本

校の教育活動の充実に努めたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
さて、今年度は、胆振管内教育推進の重点の６

つの目標と関連させ、「地域の信頼に応え、組織で

教育効果を高める学校づくりの推進」を目指し、

教育活動を教職員一丸で展開してまいります。 
 

1. 伸ばす（社会で活きる力）【学力向上】 

・ 「社会に開かれた教育課程の実現」「主体的・対

話的で深い学びに向けた授業改善」等、新学習

指導要領実施に向けての取組の実践。 

・ 特別支援教育の趣旨を踏まえた、通常級・支援

学級を問わずに生徒個々の実態を客観的に的

確に把握し、全職員の協力のもと手厚い指導と

キャリア教育の推進。 

2. 見付ける（豊かな人間性）【心の教育・生徒指導】 

・ 教科化に向けた道徳活動の充実と、日常的な実

践活動の充実。 

・ 授業と日常の活動を活かした指導の充実。 

・ 「スクラム」を意識した実践。 

・ いじめや不登校の防止・解決につながる人権教

育や平和教育の推進。 

3. 楽しむ（健やかな体）【健康・体力】 

・ 基本的な生活習慣の確立と体力の向上。 

・ 保護者や地域の協力を得ながら、生活リズムの

確立と、日常的な体力づくりや地域の環境を活

かした教育課程編成（保健体育）を通じて体力の

向上を図る。 

・ 食育をはじめ各種外部人材を活用した講座の企

画、実施。 

4. 支える（学びを支える家庭）【地域・保護者との連携】 

・ 小中一貫教育とタイアップした豊浦町型コミュニ

ティースクールの活動深化。 

・ 地域や家庭と連携した読書活動の推進や安心・

安全な教育環境の整備、安全教育の推進。 

・ 地域の要望に応える教職員の姿勢。（地域行事

への参加） 

5. つなぐ（学びをつなぐ学校づくり）【小中一貫教育】 

・ 平成３１年度公開研に向けた研究２年次の深化

させた実践の展開。 

・ 「きずな」「スクラム」を意識した実践。 

・ 乗り入れ、ジョイント、出前授業の実践深化。 

・ 特別支援教育の個別の支援計画や個別の指導

計画の様式統一化 

6. 活かす（学びを活かす地域社会）【地域を学び、

地域に発信】 

・ 総合的な学習の時間を軸に、教科横断的な学

習を展開し、学年の発達段階に合わせ、地域を

題材に地域を学び、地域の学びを発信する教育

活動の展開。（ふるさと教育） 

 

 

６日(金) 始業式（午前、弁当）・入学式(午後) 
 ９日(月) 生徒会入会式 
１０日(火) 身体測定 
１１日(水) フッ化物洗口・内科検診 
      認証式・専門委員会 
１３日(金) 全学年学力テスト 
１４日(土）土曜授業・参観日・校内主張発表 
      ＰＴＡ総会 
１５日(日) ノーゲームデー 
１６日(月) 職員会議 
１７日(火) 全国学力・学習状況調査 
１８日(水) 修学旅行～２０日 
２３日(月) 教育相談～２７日 
２５日(水) 歯科検診 
２７日(金）尿検(一次)・専門委員会 
２８日(土) 羽…胆西中学校大会(あぶた体育館～29 日) 
２９日(日) 昭和の日           
３０日(月) 振替休日・卓…春季団体(室蘭市体育館) 

豊浦中学校 学校便り 
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【学校教育目標】 
進取…進んで学び正しく判断する生徒 
共創…豊かな心をもち協力して生活を高める生徒 
鍛錬…たくましい心身をもち最後までやり抜く生徒 



 

氏名 担任等 担当教科 部活動 

細野 輝彦 校長   
佐々木 淳 教頭   
佐藤みなみ １Ａ担任 全英語 窓口部 
小林 孝昭 １年副担任 全数学 卓球 

戸島 直美 ２Ａ担任 
全音楽 
全家庭科 
2年数学TT 

吹奏楽 

中島 正義 ２年副担任 
全理科 
全技術 

バドミントン 

髙岡 裕介 ３Ａ担任 
全保健体育 
3年数学TT 

バレーボール 

松本 剛 ３年副担任 全国語 窓口部 

藤田健太郎 ３年副担任 
全社会 
1年数学TT 

卓球 

福山 裕美 東雲担任 特別支援 吹奏楽 
山本 慶生 東雲担任 特別支援 バドミントン 
清野麻那美 東雲担任 特別支援 吹奏楽 
佐藤 幸枝 東雲副担任 特別支援 バドミントン 
松原 実希 養護教諭  バレーボール 
本多 正機 美術科講師 全美術  
阿部 和子 学習支援員 全英語支援  

増井 晶子 学習支援員 
特別支援 
3年数学TT 

 

片桐 和弘 事務主任 
全学年の数学と英語
にTT指導を実施し、
きめの細かい指導を
目指します。 

石尾 修 公務補 
右田 永子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗ  ー
シャノン ＡＬＴ 
田中 愛美 産休 

細野
ほ そ の

 輝彦
てるひこ

 校長

（厚真町立厚南中学校より）

「学んでよかった」「学ばせてよかっ

た」「学びを支えてよかった」と思って

もらえる学校経営に努めます。まずは

全校生徒一人ひとりの顔と名前を覚えたいと思います。 

 

戸島
と し ま

 直美
な お み

 先生 

（洞爺湖町立とうや小学校より）

新卒の頃にお世話になった豊浦中

学校で、再びお世話になることにな

りました。中学校から小学校に移り、5 年間子どもたちと

過ごしてきました。この小学校での経験を元に、また中学

校でできることを頑張っていこうと思います。 

 

佐藤
さ と う

 みなみ 先生

（壮瞥町立壮瞥中学校より）

２年半の育休が明けての現場復帰

です。今までののんびりモードか

らバリバリの English teacher に戻

るまでに時間がかかりそうですが、一生懸命頑張りま

す。豊浦のこと、たくさん教えて下さい。よろしくお願い致

します。 

 

藤田
ふ じ た

 健太郎
け ん た ろ う

 先生

（苫小牧市立緑陵中学校より）

豊浦町は。海がきれいでとても景

色の良いところですね。私の担当

する教科は社会科と数学科の TT

です。部活は卓球部を担当しま

す。楽しく学べるよう頑張りたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

佐藤
さ と う

 幸枝
ゆ き え

 先生

（伊達市立伊達東小学校より）

みなさま、初めまして。この度、豊

浦中学校に赴任して参りました佐

藤幸枝と申します。東雲副担任を

させていただきます。新しい出会いを楽しみに、これから

頑張りますので。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

松原
まつばら

 実
み

希
き

 先生 

（北海道教育大学札幌校卒業） 

この度、養護教諭として赴任させ

ていただくことになりました。初め

ての赴任が豊浦中学校であるこ

とをとてもうれしく思います。生徒の皆さんが様々なこと

に挑戦し、たくさんの経験ができるよう精一杯サポートし

ていきます。どうぞよろしくお願いします。 


