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天城町立北中学校

北中の翼
スローガン ～感動 夢 一人一人が輝け 躍進北中！～

「 中学生らしさとは 」
校長 政岡 健作

令和４年度の北中学校は，２５人の新入生を迎え，全校生徒
７４人，学校職員１７人で，学校教育目標を「ふるさとを愛し，
自らの人生を切り拓くことができるよう生きる力を育成する」
と掲げてスタートしました。
令和４年度のスタートに当たって，北中学校の皆さんに問い

かけてみたいことがあります。
それは，「中学生らしさとは何でしょうか」という問いです。
皆さんは，これまで「中学生らしくしなさい」と言われたこ

とはないでしょうか。「らしく」「らしさ」とは，その人や物が
それ本来の性質，特徴や状態でいる様を表した言葉と辞書など
には記載されています。
使い方として，例えば，「自分らしく生きていきなさい」，「今

日は夏らしい暑さでしたね。」などがあります。
私も「校長らしくしなさい」と言われたら，はたと，困って

しまいそうです。人それぞれのもっているイメージや価値観な
どによって，「らしさ」は異なるのかもしれません。
さあ，「中学生らしさ」とは何でしょうか。もっと言うと，「北

中生らしさ」とは何でしょうか。北中学校には，校訓に関連付
けて平成20年度に見直された「めざす生徒像」が，設定されて
います。北中学校がめざす生徒像が，「北中生らしさ」とは言え
ないでしょうか。
【めざす生徒像】
■校訓（自主・協力・向学・進取）から■
自 主 自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動する生徒

協 力 自らを律しつつ，他者とともに協調し，他者を思いやり協

力する生徒

向 学 よりよく問題や課題を解決する資質や能力の高まりを追求

する生徒

進 取 たくましく生きるための健康や体力を育むとともに，理想

をもち，進んで創造する生徒

■校章から■
校章の中心は北中の一体感を表し，ペン先は校訓をさし，これをソテ

ツの葉でつないでいる。ソテツの葉は，どんな困難にも屈しない根性と

誠実でたくましい質実剛健の様を象徴している。

つまり，負けじ魂をもっているのが北中生。
再び，「中学生らしさ」とは何か。皆さんは確かに，小学生で

はない。では，小学生と中学生の違いは何か。
皆さんが考える「中学生らしさ」とは何ですか。
私は「校長らしさ」について考えてみたいと思います。

４月６日（水），第75回入学
式を挙行しました。25名の新入
生を迎え，北中の新たな一年が
始まりました。生徒一人一人が
自分のやるべきことに真摯に取
り組み，新たな北中学校を築い
てほしいと期待しています。

１年生の皆さんは中学校
での学習と生活の仕方の基
本をしっかりと身に付けて
ください。全校生徒74名そ
れぞれが新年度の初心を大
切にして，学校生活を充実
させていきましょう。

本校では毎月19日を「食育の日」，25日を「ノーメディ
ア取組確認日」に設定しています。

【食育の日】
学校では，給食の時間において，「食べ物に感謝し，残

食を減らそう」と呼びかけ，指導を進めています。ご家庭
においても，19日を中心に，子どもの食生活について親子
で語る機会を設けてください。
子どもたちの成長のために，学校と家庭がよりよく連携

して取り組んでいきたいものです。
【ノーメディア取組確認日】

家庭におけるスマートフォンやタブレット等のメディア
使用について，家庭で決めた約束事を守れているかどうか，
一ヶ月の状況を親子で振り返ってください。
今後，家庭での取組を月末に生徒へのアンケートなどを

通して，定期的に教えていただく予定です。御家庭で，各
メディアの上手な使用法について，十分な御指導・御助言
をお願いします。

５月の行事予定につきましては，
裏面をご覧ください。

第75回入学式

【令和４年度生徒数】

１年 ２年 ３年 計

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

14 11 9 12 20 8 43 31

25 21 28 74

毎月19日・25日は…

５月の行事予定

新しい職員を３名迎えました。今年度も昨年度以上に教
育活動の充実に努めてまいります。皆さまの御理解と御協
力をよろしくお願いいたします。

職名 氏 名 学年 主任・校務等，教科，部活動

校長 政岡 健作 学校運営全般，スポーツ団体(柔道)

教頭 前園奈津子 学校運営全般,女子ソフトテニス部

教諭 瀬脇 浩文 １年 担任,国語,女子ソフトテニス部

教諭 小薗 裕樹 １年 教務主任,副担,数学,サッカー部

たんぽぽ担任,社会，吹奏楽部
教諭 花牟礼綾美 １年

特別支援教育コーディネーター

教諭 村山 美輪 ２年 生徒指導主任,担任,音楽,吹奏楽部

教諭 伊藤 哲也 ２年 副担,理科･技術,野球部

講師 祷 誠矢 ２年 副担,社会･美術,野球部

担任,英語,ｽﾎ゚ ﾂー団体（陸上・水泳）
教諭 下野 哲生 ３年

学力向上担当

進路指導主任,ひだまり担任,保健体育,教諭 上原 忠 ３年 サッカー部,ｽﾎ゚ ﾂー団体(陸上)

講師 南 由佳梨 ３年 副担,英語，女子バレーボール部

非常勤講師 田中富美代 家庭

養護教諭 東 智美 保健主任・女子バレーボール部

事務職員 吉留 祐伍 学校事務全般

支援員 秋本由美子 学習支援

用務員 川島 浩美 用務全般

司書補 徳田美香枝 学校図書館

相談員 武原 巧 「心の教育」相談員

令和４年度職員紹介

～ 転入職員の紹介 ～

教 頭 前園奈津子 【前任校】日置市立伊集院北中学校

【特技・趣味】南日本書林 準師範 硬筆 師範です。書道

の他にスポーツ観戦，お菓子作り，ミシン等何でも挑戦！

【一言】北中生の元気なあいさつに感動！よろしくお願いします。

教 諭 花牟礼綾美 【前任校】薩摩川内市立樋脇中学校

【趣味】朝ドラ鑑賞

【一言】興味深い遺跡や歴史，自然がいっぱいの天城町で
皆さんと共に学んでいきたいです。よろしくお願いします。



今年度は，学校生活における基本的なタイムスケジュール（校
時表）を下記のような時刻で進めていきます。
通常は，Ａ校時（平常校時）で進めますが，行事などにより，

Ｂ校時やＣ校時等も運用していきます。（特別な校時を実施す
２日(月) ６限カット，B 校時，耳鼻科検診，２年；修学旅行事前学習 る場合もあります。）ご確認ください。

小中合同研修会（北中）
３日(火) 大島地区中学校サッカー春季大会（～５日；奄美）
６日(金） ６限カット，道徳授業参観，ＰＴＡ総会
９日(月) ６限カット，２，３年；修学旅行事前学習
10日(火) 全校朝会
11日(水) Ｂ校時，尿検査脱漏者（～12日），眼科検診，学年集金（～13日）
12日(木) ２年；修学旅行事前学習
13日(金) 生徒総会
14日(土) 土曜授業，防災訓練
15日(日) 家庭の日，思いやりクリーン作戦
16日(月) ２，３年；修学旅行事前学習
17日(火) ２年；修学旅行（～19日），３年；実力テスト（１～５限）
18日(水) Ｂ校時
19日(木) 食育の日，１年；自然体験学習事前学習
20日(金) １年；自然体験学習，２年；休養措置日
21日(土) 青少年育成の日，教科セミナー１，地区陸上合同練習会記録測定会
23日(月) ６限カット，２年；修学旅行事後学習，３年；修学旅行事前学習
24日(火) ３年；修学旅行（～26日），１年；自然体験学習事後学習，

２年；修学旅行事後学習
25日(水) Ｂ校時，１年；自然体験学習事後学習，２年；修学旅行事後学習
26日(木) ２年；修学旅行事後学習
27日(金) ３年；休養措置日
28日(土) 第１回英語検定，教科セミナー２
30日(月) ノーメディア取組確認日，２年；進路学習，３年；修学旅行事後学習
31日(火) 生徒集会/地区総体推戴式，２年；進路学習，３年；修学旅行事後学習

４月25日から28日まで，「いじめ問題について考える週間」でした。26日の生徒集会
では，生徒会長の芝日向さんが，一昨年度の「少年の主張」作文コンクールで最優秀
賞だった横川中の池島音羽さんの作文を紹介してくれました。「いじめ」は絶対に許さ
れないこと，してはいけないこと。わかっていても，心のキズは目に見えない分，自
分でも気が付かないうちに，人を傷付けていたり，傷付いている友達を放っておいて
「傍観者」として「いじめ」に加担してしま
ったりしがちです。

この週間を機会に，相手の気持ちを考える
「心のメガネ」を着け，周囲を見渡してみま
しょう。そして，自分の言動を相手がどう受
け止めているか，相手の立場に立って考えて
みませんか？まずはあなた自身からそう考え
ることで，あなたも周囲から尊重され，より
よい人間関係が築かれていくことでしょう。

《「星の王子さま」サン＝テグジュペリ著より》→

５月の行事予定 令和４年度 校時表

いじめ問題について考える


