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 4 月 6 日、３３名の新入生を迎え、全校生徒９８名で令和３年度がス

タートしました。そして、グローバル化が進む激動の未来社会を見越し

た新しい学習指導要領のもと、学校での学びは大きく変わっていきます。

勉強の仕方は、「教わる」という受け身の姿から、「自ら考え、判断し、

表現する」という自立した学習者の姿が求められます。 

【始業式で２・３年生に話したこと…抜粋】 

大きな学びの変革のなか、皆さんに大切にしてほしいことを１つお話

します。それは、失敗をおそれずに挑戦してほしいということです。今までと違う方法に取り組んだり、一歩

ふみこんだ自分に変わっていくのは、勇気のいることです。誰だって、うまくいかないことはあります。一度

の失敗で尻込みしないで下さい。失敗は、成功のもと。たくさん成長した人は、たくさん失敗した経験も積ん

でいます。失敗をおそれずに、挑戦する一人ひとりであってほしいと思っています。そして、そのためには、

皆さんが学びを進める教室に、この学校に、挑戦しようとする人を、皆さん自身が応援してあげる空気を作っ

てあげることが重要です。そういった思いをこめて、先生方は今年度の重点目標を 

「チャレンジングに自分の力で未来を切り拓く清中生」としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の指導の重点 
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文責：校長 畠山 稔 

【重点教育目標】 

『チャレンジングに自分の力で未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】  

『 凡 事 徹 底 』 
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「確かな学力」を育む教育活動 

・わかる授業、考える授業、互いに学び合う授業の実践 

・ＩＣＴを活用した授業（ＧＩＧＡスクールの推進） 

・家庭学習の充実（点検とアドバイス、主体的学びの育成） 

・少人数指導の充実（数学の習熟度・英語の少人数） 

「思いやりの心」を育てる教育活動 

・道徳指導の充実（重点徳目…希望・勇気・強い意志） 

・特別活動・生徒会活動の充実（縦割り活動） 

・ボランティア活動（地域清掃・地域行事への参加） 

・教育相談を通じて生徒理解（毎月の生徒指導交流） 

 

学校教育目標 
【総括目標】 

試練に挑み、心豊かにたくましく未来を切り拓く生徒の育成 

【校  訓】 自主・友愛・爽健  
【教育目標】 

１ 学ぶ喜びを追い求める生徒         （知） 

２ 試練に挑む強さと思いやりのある生徒   （徳） 

３ 自ら健康や体力を鍛える生徒       （体） 

 

重点教育目標 

『チャレンジングに 

自分の力で未来を切り拓く清中生 』 

スローガン 『 凡事徹底 』 

～誰でもできること、誰よりも続けること～ 

 

「健やかな心身」を育てる教育活動 

・「学校の新しい生活様式」の実践 

・家庭との連携（「生活リズムチェックシート」の活用） 

・スクールカウンセラー、関係機関との連携 

・体力テストの分析と改善（持久走・走力の強化） 

 

特色ある教育活動 

・朝読書の実践（落ち着いた授業態度と集中力の基盤） 

・グローバル教育の推進（英検の検定料補助、ＡＬＴ、ＳＤＧｓ） 

・小中一貫教育に向けての推進 

・キャリア教育の推進（総合的な学習の時間、特別活動） 

 



                         ～令和３年度職員構成です～              

番号 職名 氏   名 校務分掌 学年 

所属等 

担当教科 部活動 異動してきた 

職員の前任校 

１ 校長 畠山  稔      

２ 教頭 湯浅 啓介 総務 PTA    置戸小より 

３ 教諭 丸尾  恵 特別支援コーディネーター １C担 特別支援 美術 紋別渚滑中より 

４ 教諭 中村  肖 特活・道徳 １C副 特別支援 美術  

５ 教諭 細木 英希 教育事務・時間割 １A副 英語 女子バレー 美幌北中より 

６ 教諭 佐藤 彰洋 CS・総合・小中一貫 ２A副 社会 野球 網走二中より 

７ 教諭 谷口  敦 進路指導・教材 ３A副 数学・技術 陸上  

８ 教諭 三上 真由 教育課程 ２A担 音楽・家庭 吹奏楽  

９ 教諭 佐々木一弥  生活指導 ３C担 特別支援・英語 女子バレー  

10 教諭 志賀 清華 研修 ３A副 理科 美術 おんねゆ学園より 

11 教諭 佐山 将太 体育・部活動・中体連 ３A担 保健体育 野球  

12 教諭 味噌 小夏 生徒会 １A担 国語 吹奏楽  

13 教諭 石川 慎也 生徒会 ２C担 特別支援 吹奏楽 紋別渚滑中より 

14 教諭 畠山 葵汐 視聴覚・GIGA ２A副 数学 陸上  

15 養護教諭 平川 智英 保健・給食・整美   女子バレー  

16 事務 小泉 圭太 事務     

17 講師 砂山 裕子   美術   

18 学習支援員 平野 秀樹      

19 特支支援員 高橋 律子      

20 公務補 桑島  忠      

21 校務補助 菅原 朱美      

22 ＡＬＴ ジョン・フレドリック      

23 ＡＬＴ クレイトン・ダフィ      

24 教諭 菅野みな美 育休中     

25 教諭 山下 沙耶 育休中     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２日（月）清中を知る会（5校時） 

      二計測（２年生） 

１３日（火）二計測（1年生） 

１４日（水）参観日・ＰＴＡ総会・学級懇談会 

１５日（木）内科検診（男子）  二計測（３年生） 

１６日（金）部活動結成式 

１９日（月）保護者面談（～26日まで） 

２０日（火）内科検診（女子） 

２２日（木）第１回ＰＴＡ合同委員会 

２９日（木）昭和の日 

３０日（金）生徒総会 

 

 月に一回程度の相談業務を計画しておりますが、北海道

教育委員会による今年度の本校への派遣が遅れており、当

面相談業務を休止します。配置があり次第、再開いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 
 

  

 

 

ＧＩＧＡスクール構想により、一人一台のタブレット

ＰＣを購入していただきました。現在、管理運用面の整

備および職員研修を実施しているところ 

です。実際に生徒が使用するのは、5月 

に入ってからを予定しております。ＩＣ 

Ｔ機器も活用しながら、より効果的な授 

業を展開していきたいと考えております。 

 

毎月の学校だよりや年間行

事予定をはじめ、本校の諸情報

はホームページよりご覧いた

だけます。また、日常の教育活

動については、本校ブログで見

ることができます。 
引き続き、コロナ対策に

ご協力ください！ 


