
 

 

 

 

 

 

新年度がスタートしました！ 
 ４月８日（金）に始業式，４月１１日（月）には入学式を行い，新たに９０名の新入生を迎え，全校生徒３０２名で令和
４年度のスタートを切ることができました。生徒たちは満開の桜に迎えられ，希望あふれる新学期を迎えたことと思います。
我々教職員も一丸となって生徒たちをあたたかく支援していきますので，ご理解ご協力よろしくお願いします。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月の行事予定 
日 曜 内   容 日 曜 内   容 
１ 日  17 火 ・中学校区健全育成委員会総会 10:00 

２ 月 ・安全点検 18 水 ・心臓病検診(１年) ・専門委員会②    ・部活動中止 

３ 火 憲法記念日 19 木 ・教科外研究会 15:00～         ・部活動中止 

４ 水 みどりの日 20 金 ・中央委員会 

５ 木 こどもの日 21 土  

６ 金 ・ＰＴＡ拡大運営委員会 22 日  

７ 土  23 月 ・交通安全教室（１年）  ・職員会議   ・部活動中止 

８ 日  24 火 ・耳鼻科検診 1,3年 

９ 月  25 水 ・森の作業（１年） 

１０ 火 
・３年修学旅行結団式 ・２年野外活動結団式 

・１年校外学習結団式          ・部活動中止 
26 木 ・学年会    ・PTA役員会       ・部活動中止 

１１ 水 

・３年修学旅行① 

・２年野外活動①   

・１年校外学習  ・市中総体抽選会  ・部活動中止 

27 金 ・生徒総会 

１２ 木 
・３年修学旅行②  

・２年野外活動②          ・部活動中止 
28 土    

１３ 金 
・３年修学旅行③ 

・２年野外活動解団式 
29 日  

１４ 土  30 月 ・部活動強化期間(～6/10)17:30終了 17:45完全下校 

15 日  31 火 ・ネット安全利用教室 

16 月 ・教育実習（～6/3）    

※ 現時点での予定を掲載しています。新型コロナウイルス感染状況により，学校行事等を含め変更になる可能性もあります。変更
が生じた場合は，学校一斉メール及び学校ＨＰでお知らせします。 
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学校教育目標「未来に向かってたくましく伸びていく徳・体・知の調和のとれた人間性豊かな生徒の育成を目指す」 

協働型学校評価目標「人とかかわり合い、人のためになろうとする子どもを共に育てましょう。／「すこボラ」をすすめ、交流の機会を持ちましょう。」 

＜目指す生徒像＞ 

・心豊かで思いやりのある生徒 

・心身ともにたくましく根気強い生徒 

・自ら学び深く考える生徒 

 

 【入学式 校長式辞】 
 春の風が薫る今日のこの佳き日に，保護者の皆様にご出席をいただき，仙台市立高森中学校第３３回入学式を挙行できますこ
と，心より，厚く御礼申し上げます。９０名の新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。皆さんは，いよいよ今日から，高
森中学校の生徒となります。２年生，３年生の先輩たち，そして，私たち教職員一同は，皆さんの入学を大変心待ちにしておりま
した。皆さんは，小学校で過ごした６年間を通して，自分の将来の夢や目標を実現するための大切な基礎・基本を学びながら，健
やかに成長されました。 
 高森中学校の教育目標は，「未来に向かってたくましく伸びていく 徳・体・知の調和のとれた 人間性豊かな生徒の育成を目
指す」です。 
 今日から始まる高森中学校での三年間では，更に経験を積み重ねながら，自ら学んでいく様々なことを糧として，より一層成長
し，力を身に付けていってください。この高森中学校で生き生きと学ぶ皆さんの姿を楽しみにしています。 
 入学にあたり，皆さんに大切にしてほしいことがあります。一つ目は，「自分」を大切にしてほしいということです。自分を大
切にするということは，自分の命を大切にすることです。私たちの命は，他に変わるものはありません。そして，皆さん一人一人
には，無限の可能性があります。どうぞ，未来ある皆さんの命を一人一人，大切にして中学校生活を送ってください。 
 二つ目は，「思いやりの心」を育んでほしいということです。私たちは，周りの人たちといろいろな場面で関わりを持ちながら
生活していくことになります。自分の当たり前が，周りの人の当たり前とは限りません。物の見方や考え方もそれぞれ違うことが
あるのではないかと思います。大人に向かう皆さん一人一人が，相手の個性や立場・考え方を尊重し合いながら，思いやりの心を
持ち，中学校生活を送ってください。 
 保護者の皆様，お子様のご入学，誠におめでとうございます。保護者の皆様にとって，一人一人のお子様は，かけがえのない大
切な宝物であり，また社会にとっても，将来を支える大切な存在であります。中学校生活は，わずか３年間ですが，子供から大人
へと成長する，変化の大きな，そして人生において，最も多感な時期でもあります。私たち教職員一同，大切なお子様をお預かり
し，保護者の皆様，そして地域の皆様と力を合わせ，未来ある中学生を育てる学校運営に努めてまいります。今後とも，本校の教
育活動へのご理解とご協力を賜りますよう，よろしくお願いいたします。新入生の皆さん，これから始まる中学校生活が，皆さん
の良き学びとなることを心から願い，式辞といたします。 



令和４年度 高森中学校のスタッフ紹介 
 ４月から新たに６名の教職員が新たに高森中学校の教職員の一員となり，学校経営に務めているところです。教職員４０

名「チーム高森中」として一団となり，生徒の健やかな成長を達成できるように取り組んでいきます。今後とも保護者の皆

様に，学校の教育活動へのご理解とご協力を賜り，高森地域一丸となって生徒の成長を培っていきたいと思います。 

 

 
№ 職名 氏  名 教科 学年等 部活動 

1 校長    校長  

2 教頭  理科 教頭  

3 教諭  理科 教務主任 女子ソフトテニス部 

4 教諭  理科 生徒指導主事 サッカー部 

5 教諭  社会 １年主任 水泳部・野球部 

6 教諭  保体・特支 １年副主任・けやき担任 女子バスケットボール部 

7 教諭  数学 １－１担任 卓球部 

8 教諭  国語 １－２担任 女子バレーボール部 

９ 教諭  技術 １－３担任 ソフトボール部 

10 教諭  英語 １年副担任 陸上競技部 

11 教諭  数学 ２年主任 陸上競技部 

12 教諭  国語 ２年副主任 剣道部・男女ソフトテニス部 

13 教諭  社会 ２－１担任 野球部 

14 教諭  英語 ２－２担任 吹奏楽部 

15 教諭  理科 ２－３担任 男子バスケットボール部 

16 教諭  音楽 ２－４担任 吹奏楽部 

17 講師  保体 ２年副担任 総合文化部 

18 教諭  英語 ３年主任 男子ソフトテニス部 

19 教諭  数学 ３年副主任・３－１担任 新体操部 

20 講師  国語 ３－２担任 女子バレーボール部 

21 教諭  保体 ３－３担任 サッカー部 

22 教諭  社会 ３年副担任・進路指導主事 ソフトボール部 

23 養護教諭  養護 養護教諭  

24 主任  事務 事務  

25 非常勤講師  美術    

26 非常勤講師  家庭    

27 主任  栄養士   

28 技師  給食調理   

29 会計年度 
任用職員 

 給食調理   

30 主任  学校用務   

31 会計年度 
任用職員  学校用務   

32 会計年度 
任用職員  学校用務   

33 ＡＬＴ  ＡＬＴ   

34 ＳＣ  ＳＣ   

35 
さわやか 
相談員 

 相談   

36 給食Ｐ  給食調理   

37 給食Ｐ  給食調理   

38 給食代替Ｐ  給食調理   

39 図書Ｐ  図書事務   

40 図書Ｐ  図書事務   

※ 学校だよりに掲載されている個人のデータは，むやみに第三者への公開・開示や，不当な目的での利用，複写及び 

複製することのないようお願いいたします。 

～お知らせ～ 
○今年度の朝学習について 
 朝学習の時間に，クロームブックを用いたデジタ
ルドリル（navima）の学習を取り入れます。 
＊navimaは，学習内容を個別最適化できるデジタ
ルドリルとなっています。 
 
○新型コロナウイルス感染症拡大防止について 
 学校ではこれまで同様，マスク着用，手洗い，換
気，消毒等の感染防止対策を徹底していきます。ご
家庭におかれましても，お子様並びにご家族の体温
チェック等にご協力ください。 
 また，同居家族の方も含め，風邪症状や体調不良
時には欠席扱いとはなりませんので，無理をさせな
いようにお願いします。 
 なお，ＰＣＲ検査を受けることになった場合は，
教頭まで連絡をお願いします。 


