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－学校教育目標－
◎自ら考え行動する生徒 ◎ともに学び高めあう生徒
◎豊かな感性を培う生徒 ◎健やかな心身を育む生徒
本校ホームページ https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/oomagarit/

校 長 濱 本 賢 一
今日で１学期が終了しました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、制限された中での学校
生活となりましたが、この４カ月で生徒たちの大きな成長を感じました。
日常生活では、爽やかな挨拶や集中した朝読書、落ち着いた授業態度が
見られ、６、７月に２年ぶりに行われた市内・管内中体連大会、管内陸上
大会、管内中文連器楽発表会では練習の成果を発揮・披露していました。
全力を出し切る生徒たちの真剣な姿に感動すると同時に、今年度このよう
な形で開催できたことを本当に嬉しく思いました。指導していただいた先
生方、大会を運営していただいた先生方、関係者のすべての皆様に感謝の
気持ちで一杯になりました。
後述のように、夏休みには管内中体連剣道大会で個人優勝した髙嶋柑汰さん、３位入賞の中田流
星さん、管内新体操大会で５位入賞の白井穂乃佳さん、柔道で木村明日香さんの４名が全道中体連
大会に出場することになりました。おめでとうございます。石狩の代表として全国大会を目指し、
強い気持ちで思い切った試合を期待しています。また、吹奏楽の札幌地区コンクールも行われます。
心をひとつにつないだ素敵な演奏で金賞・全道大会出場を目指して頑張ってほしいと思います。
さて、明日から２６日間の夏休みになります。夏休みは、じっくりと時間をかけて物事を考え、
行うことができる期間です。次のことを意識し、有意義な時間を過ごしてほしいと考えています。
（１）夏休み明けには第２回定期テスト（５教科９月３日）
、市内新人戦（８月２７・２８日）
が行われます。夏休み前に立てた計画にそって学習や部活動などを意欲的に取り組んでほ
しいと思います。
（２）家庭でも是非、読書（家読・うちどく）に親しんでほしいと思います。読書は、知識や
感性、想像力を豊かにし、人生をより深く生きる力を身につけさせてくれます。１日の中で
家族全員が一緒に読書をする時間をもってみてはいかがでしょうか。必ず、大きな財産にな
ると思います。
（３）学校生活から家庭生活が中心になります。家族との時間を大切にし、家族の一員として、
家のお手伝いを積極的に行ってほしいと思います。
交通事故や水の事故、コロナ、熱中症、食中毒などに十分気をつけて、一人一人が充実した夏休
みになることを望みます。２学期始業式の８月１７日（火）
、笑顔で元気にお会いしましょう。
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◇「２年ぶり」の発表会◇
６月３０日（水）、石狩管内中文連音楽（器楽）発表会が行われ、本校吹奏楽部が素晴ら
しい演奏を披露しました。今年度は感染症対策から「南ブロック（千歳・恵庭・北広島）」
「北ブロック（江別・石狩・当別・新篠津）」
に分かれての発表となりました。
今回の発表会に向けて、限られた時間の
中、一生懸命練習に励んできた成果を如何
なく発揮してきました。まだまだ課題はあ
りますが、本番ができたことに感謝し、今
後も練習に励んでほしいと思います。
保護者の方々及び各関係者の方々のご理解とご協力により、無事に発表を終えることが
できました。心より感謝申し上げます。

◆「農業体験」～くるるの杜～◆
今年度につきましても、地元にあります
「くるるの杜」にて農作業・除草作業やハ
スカップやミニトマトの観察や試食を行い
ました。
本校では、事前に北広島市にて赤毛米を
生産しています（有）タカシマファームの
の髙嶋さんに来校していただき、北広島市
の農業や生産者の思いや考えも学びました。
今回は、畑作業や収穫作業を通して、生徒たちは命や食に関する大切さや感謝の気持ちを
もつことができました。

◇いつでも、どこでも◇
本校のホームページにつきまして、できる限り
ではありますが、日々の生徒たちや学校の様子等
をお伝えする機会として、ホームページを活用し
ております。

大曲中学校ホームページ
ＱＲコード

学校だよりのタイトルのところにもありますが、
ＵＲＬを入力してもらう方法もありますが、ＱＲ
コードを読み取っていただくと、本校のページが
見られるようになっております。どうぞご利用ください。
【 重 要 】
◇今年の夏休みも「新型コロナウイルス感染拡大防止」を心がけて過ごしてほしいと思い
ます。この件に関わって、ご心配なことや学校への報告・連絡等がございましたら、本校
（011-376-2354）もしくは「北広島市教育委員会」へ連絡をお願いします。
◆本校は「学校閉庁日」により、8/11～8/13 までの期間についての緊急連絡先が、土日
と同様に「北広島市教育委員会」
（011-372-3111）となります。どうぞご理解をお願い
申し上げます。
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◇大曲中生大活躍！～管内中体連大会◇
７月に入り、多くの部活動や選手たちが石狩管内大会で活躍いたしました。各部活動・
各選手たちは、大曲中学校の代表として精一杯の戦いを見せてくれました。北海道中体連
大会に出場する選手もいることから、引き続き応援をよろしくお願い申し上げます。
また、管内中体連大会にて惜しくも負けてしまったチーム・選手たちにつきましては、
今まで積み重ねてきた自信と誇りをもち続け、次の目標に向けて着実に努力を積み重ねて
ほしいと思います。
部活動

日時・場所

大会結果

【日 時】
７月９日（金）
男子バスケットボール 【会 場】
大曲中体育館

【結 果】
○大曲 ７５－３５ 江別第二●

【日 時】
７月９日（金）～１０日（土）
女子バスケットボール 【会 場】
北広島市総合体育館

【結 果】
＜７月９日（金）＞
○大曲 ５８－２２ 江別大麻●
○大曲 ８４－４０ 当別・西当別●
＜７月１０日（土）＞
●大曲 ４８－６３ 江別第二○ 【第３位】

男子ソフトテニス

女子ソフトテニス

男子卓球

女子卓球

【日 時】
７月９日（金）～１０日（土）
【会 場】
千歳青葉公園テニスコート

【結 果】
＜団体戦＞
●大曲１－２江別中央○ ○大曲２－１千歳勇舞● 【予選２位】
＜個人戦＞
牧田・谷口、宇高・長坂：２回戦

【日 時】
７月９日（金）～１０日（土）
【会 場】
千歳青葉公園テニスコート

【結 果】
＜団体戦＞
○大曲３－０恵庭恵明● ○大曲２－１江別中央● ●大曲１－２千歳青葉○【予選２位】
＜個人戦＞
鶴來中濱、小森・村元：３回戦 市井・渡場：２回戦 米田・上村：１回戦

【日 時】
７月９日（金）
【会 場】
千歳ダイナックスアリーナ

【結 果】
＜個人戦＞
古川原、山内、岩﨑、金山、三留：２回戦

【日 時】
７月９日（金）～１０日（土）
【会 場】
千歳ダイナックスアリーナ

【結 果】
＜団体戦＞
●大曲 ２－３ 江別第三○ ●大曲 ０－５ 千歳勇舞○
＜個人戦＞
田原：３回戦、小林、宇井、斎藤、杉山、冨樫、大芦、高嶋、米野：２回戦 佐々木、吉田：１
回戦

【日 時】７月３日（土）～４日（日）

【結 果】
・伊藤：走幅跳２位（5m76）
・越前：２年砲丸投５位（5m06）
・梶浦：四種競技５位（1149点）、砲丸投４位（7m88）
・大田：２年砲丸投２位（6m32）
・杉山：1、２年走幅跳１位（5m35）
・髙橋：１年砲丸投８位（5m00）
・高畠：１年１００ｍ５位（13"11）、１年砲丸投１位（8m26）
・福田：１年生砲丸投４位（7m33）
・佐藤優：１００Ｈ８位（18"99）
・岡 ：１００ｍ４位（13"40）
・宮本：１，２年走高跳４位（1m15）、四種競技７位（９８９点）
・佐藤恋：１，２年生走高跳３位（1m20）、四種競技６位（１０５３点）
・山口：１，２年走高跳５位（1m10）
・安井：２００ｍ７位（29"06）、２年１００ｍ６位（13"91）
・リレー女子（林崎・岡・安井・中田）Ａ：６位（53"54）

【会 場】千歳青葉公園陸上競技場

陸上

バドミントン

柔道

工藤：１回戦

【日 時】
７月９日（金）～１０日（土）
【会 場】
恵庭市総合体育館（７月９日）
恵庭市立恵明中学校（７月１０日）

【結 果】
＜団体戦＞
●大曲 １－２ 石狩樽川○
＜個人戦＞
女子ダブルス
寺澤・藤田：２回戦
男子シングルス 内海：ベスト８

【日 時】
７月９日（金）
【会 場】
恵庭市立恵明中学校

【結 果】
＜団体戦＞
●大曲 １－２ 恵庭恵明○
＜個人戦＞
男子個人 高嶋：優勝 中田流：３位【北海道中体連剣道選手権大会出場 ７月３１日（土）
～８月１日（日）湿原の風アリーナ釧路】
小島：ベスト１６ 金澤、平野、中田天：２回戦 橋野：１回戦
女子個人 小西、金澤：１回戦

【日 時】
７月２日（金）～４日（日）
【会 場】
野幌総合運動公園体育館

【結果】
女子個人総合 ５位：白井穂乃佳 ＜北海道中体連新体操選手権大会出場 ８月３日
（火）～５日（木）野幌総合運動公園体育館＞
２２位：白井花蓮

【日 時】
７月９日（金）
【会 場】
千歳市武道館 柔道場

【結果】
女子個人戦 優勝 木村 明日香
＜北海道中体連柔道大会出場 ７月２９日（木）～３０（金）厚沢部町総合体育館＞

剣道

新体操

●大曲 ４４－４５ 花川〇 【ベスト８】
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女子シングルス 阿部：２回戦

【連

絡】

８月

○引き続き感染症対策にご協力を！
今月１１日（日）北海道は「まん延防止等重
点措置」区域から除外されました。しかしなが
ら「変異株」の流行の心配等もあることから、
引き続き、生徒・保護者の皆様におかれまして
は、登校時に「健康観察シートの記入（毎朝

提出）
」
「
（登下校時も含め）マスクの着用」
「手指の消毒」への協力をよろしくお願いし
ます。今後、気温の上昇から暑さを感じる時期
となりますが、感染症対策を十分講じた上で
の外出をお願いします。
また、夏型の事故等にも十分注意し、有意義
で充実した夏休みを過ごしてほしいと思いま
す。なお、夏休み前に配付されます「夏休みの
きまり」についても、各ご家庭でご確認をお願
いします。中学生における帰宅時間（午後７時
厳守）を着実に守りましょう。安全上の問題か
ら定められた時間です。地域等から通報や連
絡等がないなど、地域等に迷惑をかけない生
活を送ってほしいと思います。
「心の相談員」来校日【８月】
８月１７日（火）

９：３０～１３：００

１８日（水） ９：３０～１４：００
２０日（金） ９：３０～１５：００
２４日（火） ９：３０～１５：００
２５日（水） ９：３０～１４：００
３１日（火） ９：３０～１５：００

日

曜

＜８月目標＞
〇規則正しい
生活を送ろう。

夏季休業（～８／１６）
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（中体連予備日）

【体育大会の日程について】
５月から延期しておりまし
た「体育大会」につきましては、
現段階で９月８日（水）に１・
３年生、９月１０日（金）に２
年生と、学年分散開催を企画し
（祝）山の日
ております。詳細は、２学期始
振替休日
業式以降にお伝えします。

職員会議日 転入生受付
２学期始業式 職員会議日

市内一斉会議日【３時間授業・給食あり・

「スクールカウンセラー」来校日【８月】
８月１９日（木）

９：００～１３：００

２６日（木） ９：００～１３：００

３０

月

部活動なし】テスト前朝学習週間（～３
日）中学校区家庭学習強化週間

３１

火

★大曲中学校区「目指す子ども像」★
豊かな心で 元気なあいさつ

自ら考え

進んで学ぶ

大志をいだき

未来をひらく

大曲の子ども

かしこく（知） ただしく（情） ねばり強く（意） たくましく（体）
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