
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒089-1242 北海道帯広市大正町４４４番地の２ 
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平成 3１年５月現在 

学年 

通常学級 特別支援学級 

人  数 
学級数 

人  数 

男 女 計 男 女 計 

１年 ７ ９ １６ １ ０ ０ ０ 

２年 ８ １１ １９ １ ０ １ １ 

３年 １４ １２ ２６ １ ０ １ １ 

合計 ２９ ３２ ６１ ３ ０ ２ ２ 

 

 

 

 

職名 氏 名 担 任 教 科 分 掌 部 活 動 

校長 小玉  功     

教頭 渡辺 弘司    （アイスホッケー） 

教諭 宮田 裕人 １担 保体 生指 バドミントン 

教諭 藤  郁美 １副 美･技 生指 バドミントン 

教諭 菅原 大夢 １副 英語 教務 バレーボール 

教諭 菅  共基 ２担 数学 教務 野  球 

教諭 田中 巌生 ２副 社会 教務 ソフトテニス 

教諭 高橋かおり ３担 英語 生指 （陸上） 

教諭 阿部 恭一 ３副 理科 教務 ソフトテニス 

教諭 森  智子 特支担 音･家 教務 バレーボール 

教諭 坂本みゆき 特支担 特支 生指 （水泳・スケート） 

養教 前田 菜摘 ２付  生指  

事務 辻  尚美 ３付  事務  

ＳＣ 森  朋子     

校務員 石川 忠俊     

配膳 小室 香苗     

 

 

 

 

～生気広野に充ちる 北の大地に立ち～    
☆考えを深め、表現・創造する人間（知） 

☆心豊かに、思いやりを実践する人間（徳） 

☆自らきたえ、たくましく生きる人間（体） 

 

 

  

◎社会に出る力を身につけた、自立した人間としての資質・能力を 

  「認め、支え、高め合う教育」と「師弟同行」 
によって達成していく。 

 

 
 

１．目指す方向を確認し、目標実現に向けた方策を共有し、 

  一枚岩で事にあたる。～本校の教育課題の可視化と共有～ 

２．日々の授業・職務を振り返り、改善・改革につなげる。 

  ～成果と課題の共有と改善策の明確化～ 

３．生徒の実態・変容の分析、職務の進行状況の把握など、検証・ 

点検を充実する。～実態分析・進行把握の取組の充実～ 

 

《生徒会目標》 

☆The seventh revolution！～七中の七個の改革～ 

①常に感謝の気持ちを持つこと 

②どの授業や取組でも集中すること 

③自分で学ぶこと／しっかり学ぶこと／よく学ぶこと 

④どんな時でも礼儀正しいこと 

⑤人に優しいこと／親切であること 

⑥どんな時でもやる気をもって取り組むこと 

⑦どんな時でもすばやく行動すること 

 

 

 

 

 
１．自尊感情の育成 

     

２．自己管理能力の育成 
     

３．独創的・個性的な学級経営 
 

 

 

 

 
『予測困難な時代に、 

  自ら未来社会を切り拓く生徒の育成』 
～主体的･対話的で深い学びを実現する授業作り～ 

 

学校の教育目標 

経営の基本方針 

校内研究テーマ 

学校経営方針 

今年度の重点 

 

学級編制 

職員構成 



 

 

昭和２２年 ５月 大正村立大正中学校開校 

   昭和４０年 ４月 愛国中・以平中・上以平中・戸蔦中・大正中 

           ５校を統合、帯広市立帯広第七中学校となる 

  昭和４０年 ６月 校旗制定 

  昭和４１年 ２月 校歌制定 

  昭和４５年 ３月 大雪のため１週間臨時休校 

  昭和４６年 ７月 校舎モルタル塗装 

  昭和４９年 ４月 放送機器取り付け 

        ８月 全国放送陸上大会出場 

  昭和５０年１２月 開校１０周年記念式典 

  昭和５１年１０月  校門完成 

  昭和５４年１２月 新校舎一期工事完成（金工室・家庭科室） 

  昭和５５年 ８月 全道中学校サッカー大会３位 

  昭和５５年１１月 体育館新築完成 

  昭和５６年 ６月 新校舎落成式、自転車小屋更新 

  昭和５７年 ３月 校歌額取り付け 

  昭和６０年 １月 全国中学校スケート大会に３名出場 

       １２月 開校２０周年式典 

  平成  元年 ８月  グラウンド排水工事完成 

   平成 ４年 ８月 道中学校バドミントン大会女子団体準優勝 

  平成 ５年 ３月 パソコン導入 

  平成 ６年１１月 開校３０周年記念式典 

  平成 ７年 ４月 全道いじめ防止標語最優秀賞…工藤 暁子 

  平成 ８年 ４月 学校の教育目標改訂 

  平成１０年 ５月 グラウンド屋外灯設置 

  平成１１年 １月 相談室改修工事 

        ３月  学校図書館コンピュータ導入 

  平成１２年 ２月 生徒玄関風除仕切り設置 

       １１月 帯広菊花展 教育長賞受賞 

  平成１３年 ７月 インターネット配線工事 

  平成１４年 ９月 パソコン室移動 

  平成１６年 ２月 全国中学校スケート大会男子学校対抗優勝 

           １０００Ｍ、１５００Ｍ優勝…長内慎太郎 

  平成１７年１１月 開校４０周年記念式典       

  平成１８年１１月 親子音楽の集い「せせらぎ合唱団コンサート」 

  平成１９年１０月 １年生総合「サツマイモ収穫」NHKで放映 

  平成２０年 ４月 コンピュータ室パソコン４１台更新 

  平成２２年１０月 職場体験学習 OCTV で放映 

  平成２６年 ２月 全国中学校ｽｹｰﾄ大会女子学校対抗第 3 位 

５００Ｍ優勝…杉浦 美咲 

        ９月 生徒用パソコン入れ替え 

平成２７年 5 月 自転車小屋更新 

       １０月 校務用パソコン導入 

      １１月 開校５０周年記念式典 

平成２８年 ８月 台風により避難所として開設。臨時休校 

平成２９年 2月 全国中学校スケート大会出場連続35年達成 

平成３０年 2月 全国中学校スケート大会出場連続36年達成 

平成３１年 2月 全国中学校スケート大会出場連続3７年達成 
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２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３階 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ４月 入学式 生徒会入会式 身体測定 修学旅行 

           授業参観日 ＰＴＡ総会 ＰＴＡ運営委員会 

     ５月 ＰＴＡ環境整備作業 体育祭 生徒総会 

     ６月 内科検診 歯科検診 前期中間テスト 教育相談 

      壮行会  中体連夏季大会 避難訓練（火災） 

     ７月 ２年自然体験学習 １年炊事遠足 授業参観日 

       ＰＴＡ講習会 地域クリーン作戦 １学期終業式 

  ８月 ２学期始業式  ３年生職場体験学習 

     ９月 ３年生職場体験学習 前期期末テスト 

中体連秋季大会 文化祭  

   １０月  通知表配布 避難訓練（地震） 

   １１月 後期中間テスト(１･２年) 進路説明会 三者面談 

   １２月 開校記念日 授業参観日 後期期末テスト（３年） 

        ２学期終業式 

    １月 ３学期始業式 スケート授業開始 二計測 

     ２月 ＣＲＴテスト（２年） 新入学説明会 私立高入試 

       ＰＴＡ運営委員会 後期期末テスト（１・２年） 

       授業参観日(１・２年) 

     ３月 公立高入試 卒業式 修了式 

 

 

会  長  西田 茂樹 

    副 会 長  真野 恵雄  橋爪 理恵  山品  創 

    監  事  今井 宏昌  佐々木香織 

    総務部長  戸井 義史 

    教養部長  小林 京子 

    育英部長  春日井祐子 

    

 

 

 

 

 

 

 

校舎案内 年間行事 

PTA 役員 

同窓会役員 

学校評議員 

※個人情報により掲載しておりません。 

※個人情報により掲載しておりません。 

 

※個人情報により掲載しておりません。 

 

学校の沿革 


