
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

戸倉が丘 
函館市立戸倉中学校 

＜重点教育目標＞  

主体的に学び合い  

 心豊かにたくましく活動する 

        生徒の育成 
うつくしく心よそだて たくましくからだよそだて するどく知性よそだて 

第 1号 2022.4.8 (Fri)  

本学校通信は           アドレス https://hakodate-tokura-jhs.info/ 

戸倉中学校ホームページからも   

ご覧いただけます。        QRコード 

◇伝統ある戸倉中！いよいよ開校５０周年を迎えます 

校長 古俣 みきお    
 例年よりも降雪が多かった今冬でしたが、順調に雪解けが進み、戸倉が丘にも春の息吹が感じられる季節と

なりました。一方、コロナウィルス感染症との生活は３年目に入りましたが、新たな変異株の出現により、ま

だまだ安心できる状況ではなく、今後もｗｉｔｈコロナの生活が続くと思われます。そのような中でも、玄関

で元気に朝の挨拶を交わし、校舎の中に子どもたちの声が響くというような、あたりまえの光景がとても尊く

感じられます。 

 そんな中、４月６日に１００名の新入生を迎え、２８８名の全校生徒と教職員３６名で本年度の教育活動を

スタートさせました。昨年度までは感染症対策として各行事は学年ごとに行いましたが、卒業式では保護者の

出席を各家庭２名までとし、今回の入学式も同じ対応で行いました。今年度は、各教育活動において、コロナ

対策はしつつも、先輩は先輩らしく、後輩は先輩を見習い、互いを尊重しながら共に成長する中学校本来の学

び合いの姿へ戻していきたいと考えております。 

 ３年生へ向けては「３年生は本校の顔であり、自覚と責任を持って引っ張ってほしい」ということ、２年生

には「２年生は本校の心臓であり、本校の伝統を力強く隅々まで送ってほしい」ということ、１年生には「中

学校は子どもから大人へ変わる時期なので、何事も自ら取り組んでほしい」ということ、そして全学年へ向け

て「挨拶と文武両道」を合言葉に頑張ってほしいと伝えました。 

 戸倉中学校は今年で開校５０周年を迎えます。これまで多くの卒業生や地域の皆様に支えられながら、地域

の学校として輝かしい伝統と歴史を重ねてきました。特に、誰もが愛する日本一の校歌、１３年連続全道大会

出場の吹奏楽部を始めとする文武両道の精神、さらには生徒同士、先生と生徒、地域と学校を結ぶしっかりと

した「絆」。これらの伝統を誇りに更なる成長と発展へ向け、「チーム戸倉」をモットーに教職員が心を一つ

にして全力で生徒の指導にあたる所存です。 

 今後も感染対策やリスクを回避しながらも、できる限り教育活動を進めて参りたいと思っております。今後

とも保護者の皆様方や地域の皆様方の一層のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

4月の予定 

１１日（月）授業参観（無期限延期）           １８日（月）昼清掃 

１２日（火）１年テスト受け方ガイダンス          １９日（火）全国学力学習状況調査 

     認証式 専門委員会 昼清掃                       尿検査 

１３日（水）１・２年実力テスト 職員会議 昼清掃     ２０日（水）昼清掃 

１４日（木）避難訓練 ３年生修学旅行説明会            ２６日（火）内科検診8:45~ 

１５日（金）歯科検診８：４５～                          ２７日（水）給食費4月分引落日 

 

https://hakodate-tokura-jhs.info/


今年度の本校職員 学年・学級  担当教科  部活動  

 古俣 みきお 校長    

  工藤 一之 教頭       

  葛西  猛 主幹教諭   2 年英語 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部 

一
年
生 

西山 郁代 教諭 １Ａ担任 １年 2A 国語 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

小橋 珠美 教諭 １Ｂ担任 １年 3AB 理科 テニス部 

長村 幸浩 生徒指導主事 １Ｃ担任 1 年数学 野球部 

山柿 英夫 教諭 １年副担 １年英語 テニス部 

林 弘実 教諭 １年副担 全美術  

佐々木 智子 養護教諭 1 年副担    家庭科部 

二
年
生 

能登屋 在 教諭 ２Ａ担任 2 年 3C 理科 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

畑野 珠実 教諭 ２Ｂ担任 ２年 3A 数学 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部 

中村 隆英 教諭 ２Ｃ担任 1AB 2 年社会 野球部 

門間 茉裕子 教諭 ２年副担 全音楽 吹奏楽部 

黒島 卓也 教諭 ２年副担 1A ２年体育 サッカー部  

三
年
生 

朝倉 潤 教諭 ３Ａ担任 1BC ３年体育 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

野中 尚子 教諭 ３Ｂ担任 ３年英語 生徒会 

増田 晃一郎 教諭 ３Ｃ担任 2BC ３年国語 サッカー部 

金森 拓 教諭 ３年副担 1C ３年社会 サッカー部 

天野 邦洋 教務主任 ３年副担 3BC 数学 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

三浦 聡子 栄養教諭 ３年副担  給食全般 家庭科部 

ふ
れ
あ
い
学
級 

髙橋 晋司 教諭       

祖母浦 美代子 教諭       

三浦 美由紀 教諭       

 
 関﨑 聖子 時間講師  2、3 年家庭  

宍戸 加奈子 時間講師  1 年家庭  

小川原 隆男 時間講師   １A 2 年体育    

三浦 晃司 初任者研修講師      

ｸﾘｾﾙ・ﾉｼﾞﾘ ALT    

事
務 

堤 智子 事務       

早乙女 結香 事務       

用
務 

長谷  豊 校務補       

松村 雅喜 校務補       

 

大谷 奈穂美 学校司書       

永吉 朋子 支援員       

野呂 智子 支援員    

松前 公美 スクールサポートスタッフ   

 

 

 

 

野中 尚子先生【旭岡中学校より】 

4月から勤務させていただきます野中尚子で

す。3年B組の担任、3年生全クラスの英語を担

当いたします。前任校の旭岡中学校は、戸倉中

学校と合同の部活動もあり、身近に感じており

ました。この度ご縁があり、とても嬉しく思っ

ております。これから皆さんと共に、子どもた

ちのために力を尽くしていきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

中村 隆英先生【北中学校より】 

この度、北中学校から異動してきました中村

隆英です。２年C組担任、社会科を担当です。

部活動は野球部です。戸倉中学校は今年、５０

周年を迎え、そんな記念の年に働けることを光

栄に感じます。まずは１年、しっかりと取り組

みますのでよろしくお願いします。 

 

松村 雅喜さん【赤川小学校より】 

1日も早く戸倉中学校の雰囲気に慣れ、先生方

や生徒の皆さんと仲良く楽しく仕事を出来たら

いいなと思っています。頑張りますのでよろし

くお願いします。 

 

門間 茉裕子先生 

音楽の授業を担当いたします。門間茉裕子で

す。２年生の副担任と吹奏楽部のお手伝いもさ

せていただきます。卒業校である戸倉中学校に

教員という形で戻ってくることができました。

今の戸倉中についてもたくさん知ってはやく慣

れたいです！よろしくお願いします。 

 

 

西山 郁代先生【本通中学校より】 

本通中学校より赴任しました、西山郁代です。 

新しい出逢いを楽しみに戸倉中学校へやって

まいりました。生徒とともに、明るく元気に頑

張ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

増田 晃一郎先生【北中学校より】 

 函館市立北中学校から赴任してまいりまし

た。３年生の担任，そして３年生と２年生二ク

ラスの国語を受け持ちます。一刻も早く，戸倉

中学校の方針・やり方を理解・吸収し，子ども

たちの力になれるように頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

祖母浦 美代子先生 【五稜郭中学校より】 

8年ぶりに戸倉中の校舎に足を踏み入れました。新しく明るい体育館で、戸

倉中の素敵な校歌が響き渡るのを聴きたい、早くそんな世の中になってほし

いと願っています。ふれあい学級の方でお世話になります。よろしくお願い

します。 

三浦 美由紀先生【湯川中学校より】 

この度、湯川中学校から参りました三浦美由

紀と申します。生徒の健やかな成長のため力を

尽くして参りますので、これから宜しくお願い

します。 

 

赴任された先生方 


