
 

宮城県白石市立白石中学校 

 
 平成 31年 4月 17日（水） 

【 校訓 】 

不撓不屈 友愛 自主 

【 キーワード 】 
「みんなが ＡＴＧで 

        自主・自律」 

～One for all, all for one～ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昇降口に張り出された学級発表を見る２，３年生 

新入生代表の言葉を述べる 山家星夏さん 

春の日差しが降り注いでいたものの，例年より気温が

低く，吹く風に寒さを感じた８日午後，今年度の新入生

１２４名が，白石中学校の一員として，入学しました。

緊張感の中にもこれからの学校生活への期待をふくらま

せている様子が寒さの中でも凜として咲いている桜の花

のように感じられました。１１日に行なわれた対面式で

２，３年生から生徒会，部活動について説明を受けまし

た。２，３年生も上級生として白中の伝統を１年生と共

に造りあげていこうという意気込みが感じられました。 

始業式で努力目標ついて語る狩野校長 

 

「平成３１年度入学式」 

１つの目的に向かってみんなで頑張って取り組んで行こう 

対面式の様子 

 南中との統合し，新しく生まれ変わった白石中学校の新学期

が始まりました。始業式では狩野校長先生が昨年度と同様にＡ

（明るく）Ｔ（楽しく）Ｇ（元気よく）で自主・自律を掲げま

した。今年度は，さらに「One for all, all for one」を加えまし

た。これは一人はみんなのために，みんなは一人のためにでは

なく，ひとつの目的のためにという意味があり，白中生がそれ

ぞれの役割で同じ目的を達成していくことです。これから１年

間，新生 白石中学校の新しい伝統を作っていきましょう。 

 



 

担当 氏 名 教科 部活動 

校  長 狩野  隆   

教  頭 佐藤 佳子 理科  

主幹教諭 八幡 寛之 社会 陸 上 

教務主任 鴫原  薫 国語 総合文化 

生徒指導主事 雫石 知規 社会 サッカー 

１年主任 小形 潤矢 技家 バスケ 

副主任兼１組担任 鈴木  浩 国語 バスケ 

１年２組 辻  夢輝 理科 サッカー 

１年３組 川村ゆかり 英語 バレー 

１年４組 引地 克博 数学 卓 球 

１年副担 熊谷  晴 数学 剣 道 

２年主任 根元 勝美 数学 ソフトテニス 

副主任兼１組担任 鈴木 陽大 理科 野 球 

２年２組 佐々木愛香 英語 吹奏楽 

２年３組 千葉 彰大 保体 新体操 

２年副担 木皿遼太郎 社会 陸 上 

３年主任 佐久間良文 理科 卓 球 

副主任 菊地 健一 英語 野 球 

３年１組 早川 明宏 数学 バレー 

３年２組 上田 隼輔 保体 ソフトテニス 

３年３組 志村 明子 国語 新体操 

３年４組 半沢 裕太 数学 水 泳 

実務主任 兼１組担任 鈴木 誠治 特支 文体・卓球 

実務２組担任 太田  翔 美術 総合文化 

実務３組担任 伊藤 睦子 保体 柔 道 

実務４組担任 早坂 雅子 音楽 吹奏楽 

実務 副担任 髙橋 春香 保体 水 泳 

養護教諭 小林 陽子   

主  事 大内 忠浩   

ＡＬＴ リチャード 英語  

業務員 相原 淑子   

業務員 佐藤 義春   

日本語指導 山路あや子   

特支支援員 佐藤  笑 特支  

日本人学校 大宮 葉子 英語  

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 鈴木 順子   

ｽｸｰﾙソーシャル

ワーカー 
今野さき子   

４月の行事予定 

日 曜 行事予定 給食 

17 水 命を守る訓練 眼科検診 ○ 

18 木 
全国学力学習状況調査（３年）３年聴

力検査（放課後） 尿検査 
○ 

19 金 全校ボランティア ○ 

20 土   

21 日   

22 月  ○ 

23 火 ３年 修学旅行 1,2年○ 

24 水 ３年 修学旅行 1,2年○ 

25 木 ３年 修学旅行 1,2年○ 

26 金 １年聴力検査（放課後）部集会 ○ 

27 土   

28 日   

29 月 昭和の日  

30 火 休日  

※４月１７日現在の予定です。 

 

＜５月の主な行事等＞ 

  7（火）  中教研総会 （午前授業 給食なし） 

16（金）  校内体育祭 （弁当持参） 

    22（水）  中総体激励会 

25～26（土日） 白刈地区中総体  

27（月）  振休(5/25分) 

31（金）  振休（5/26分） 

 

職員紹介 よろしくお願いします 

〇交通事故等に注意して通学するよう，ご家庭

でもお声掛けください。 

〇４月２７日(土)より５月６日(月)まで１０連

休となります。長期休業と同じように，生活の

リズムを壊さないように，規則正しい生活を心

掛けるようお声掛けください。特に１年生は，

５月に入ると本格的に部活動へ参加することに

なります。よろしくお願いします。 

〇４月１３日(土)授業参観・ＰＴＡ総会・学年

ＰＴＡへ多くの保護者の皆様に参加いただきま

した。ありがとうございました。総会の場でお

話しましたマチコミメールへの登録を１６日か

らできるようになっていますのでよろしくお願

いします。 

 

お願い 


