
大曲中学校「公孫樹」～ｐ１～ 

 

 

 
  

 

 

校長 濱本 賢一

新しい年を迎えました。保護者・地域の皆様におかれましては、心新たに新年をお迎えのことと

拝察いたします。本年も、本校の教育活動にご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

２４日間の冬休みでは、大きな事故もなく、１月１４日の始業式には元気に顔を合わすことがで

きました。これもひとえにご家庭でのご協力があったからこそと深く感謝申し上げます。 

 

この冬休みには、多くの生徒の頑張りが見られましたが、３つ紹介します。 

１つ目は、冬休み始まってすぐの３日間の冬休み学習会です。のべ２７６名の生徒が参加し、わ

からないところは積極的に聞いたり、自分で黙々と勉強していました。外部の講師も来て勉強を教

えていただきましたが、「意欲的で素晴らしいね」とお褒めの言葉をいただきました。 

２つ目は、部活動の頑張りです。後述のように、多くの部活動が全道 

大会・全国大会で活躍しました。剣道部は、大阪で行われた全国道場連 

盟剣道大会に団体戦・個人戦出場し、全国の強豪選手と剣を交え、多く 

のことを学んできました。また、バスケットボール部は、北海道中学校 

バスケットボール新人大会〈南大会〉で男子がベスト８、女子がベスト 

１６に輝き、今後の見通しがもてた充実した大会となりました。 

３つ目は、１月１１日、市内の小中学生が意見交換する「子ども会議」  全国道場連盟剣道大会の様子 

に１年生の    さんが参加し、「子どもがワクワクする場所」について考え、市に提案しまし

た。  さんはグループ協議で積極的に意見を出し発表するなど貴重な体験をしました。 

 

さて、３学期がスタートして２週間が経ちました。「１月は行く」「２月は逃げる」「３月は去る」

といわれるように、この２か月少しは、あっという間に過ぎるとともに、とても大切な時期となり

ます。３年生は、中学生生活の最後のまとめ時期となり、高校受験があります。自分の道は自分の

力で、切り開き、悔いが残らないように努力してほしいと思います。そして、３月１２日、感動的

な卒業式になることを期待しています。１、２年生も、この１年間のまとめをしっかりとしてほし

いと思います。４月には、それぞれ２年生、３年生に進級します。「どんな２年生、３年生になりた

いか」を考えて行動し、これからの大曲中を引っ張っていってほしいと思います。 

 

年があけても、オミクロン株が全国的に拡大し、コロナの勢いがなかなか止まりません。毎日の

検温、マスクの着用、こまめな消毒と換気を行い、健康管理をしっかりと行っていきたいと思いま

す。そして、今年１年、生徒一人一人が夢や目標をもって、この１年が素晴らしい、素敵な年にな

るよう、教職員一同、全力でサポートし、応援していきたいと思います。 

－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 
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大曲中生の活躍～冬休み中の活動より～ 
 冬休み中に行われました各種大会結果を掲載いたします。今大会でも大曲中生の活躍が

多くみられました。選手・チームの皆さん、ありがとうございました。また、保護者の方々

におかれましても、選手・チームへのサポート等、心より感謝申し上げます。 

○「第９回 北海道中学生シングルス ソフトテニス選手権大会」開催地：砂川市 

  個人戦シングルス（  ）：１回戦 

○「第３６回 北海道中学校バスケットボール新人大会＜南大会＞」開催地：石狩管内 

  男子バスケ部：予選リーグ２位（１勝１敗） 決勝トーナメント２回戦【ベスト８】 

  女子バスケ部：予選リーグ２位（１勝１敗） 決勝トーナメント１回戦【ベスト１６】 

○「第４８回 北海道中学生インドア ソフトテニス選手権大会」開催地：札幌市 

  個人ダブルス     ペア １回戦 

○「全国中体連剣道大会 プレ大会」開催地：釧路市 

                ：２回戦 

○「全国道場連盟剣道大会」開催地：大阪府 

  個人戦（   ）：２回戦  団体戦：（      ）：１回戦 

○「北海道中体連 剣道新人戦大会」開催地：千歳市 

  男子団体戦：予選リーグ１勝１敗（       ） 

  女子団体戦：予選リーグ１勝１敗（      ） 

「３学期始業式」～代表生徒のあいさつ～ 

「冬休みの思い出と三学期頑張りたいこと」１年５組       

皆さん、おはようございます。皆さんの冬休みはどうでしたか。私はすごく楽しかった

です。 

 私の冬休みの思い出は、定山渓で冬キャンプをした事です。冬だからこそできるアクテ

ィビティがたくさんありました。私達は、テントハウスというテント型の家に泊まり、外

は吹雪いていたのでトランプなどのカードゲームをして遊びました。冬キャンプの中で一

番楽しかったのはスノーシューです。スノーシューは、雪の上を歩くための道具の一つで

す。前日の夜に６０㎝以上の雪が積もったので、その雪の上にダイブしたり、白樺の森に

入って散策したりしました。帰りには、豊平峡温泉のインドカレーとナンを食べて、満腹

になって帰りました。来年の冬も冬キャンプを楽しみたいです。 

 さて、三学期に頑張りたい事は、計画的に物事を進めることです。私は計画的に物事を

進める事が苦手で、冬休みの計画表も作っただけで満足して、好きな科目を好きなだけ勉

強してしまいました。その結果、勉強量に偏りが出てしまいました。三学期の定期テスト

勉強では、計画通りに進められるように頑張ります。 

 生活面では、一つ一つの行動に気を付けようと思います。自分の行動で色々な人に迷惑

をかけないように三学期を過ごし、信頼される存在になりたいです。そして、修了式まで

あと５０日。つまり、今のクラスの友達と一緒に過ごせるのは５０日という事です。私は、

クラス全員が笑顔で修了式をむかえ、二年生のスタートを切ることができるように、「切り

替え」を大切にして過ごしていきたいです。 

 皆さんも、一つ一つの行動に気を付けて、修了式を笑顔でむかえましょう。 
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「２学期の反省と３学期に向けて」２年４組       

僕の２学期の反省は、部活動や授業中などに最初はやる気で取り組んでいても、後半か

ら集中力が欠けてしまい、関係のない話をしたり、他のことを考えてしまう時が多少あっ

たことです。家庭学習もたまにしか出さず、勉強のわからないところをそのままにしてし

まっていて、２学期の成績を見て、このままじゃダメだな・・・と自分でも思いました。 

なので、僕の３学期の目標は、バスケ部の練習に積極的に参加することと、毎日少しず

つでも、家庭学習に取り組むこと。つまり、部活動と勉強を両立することです。 

いきなり、成績を上げることは難しいけれど、自分の立てた目標をしっかりと達成でき

るように、努力を続けていきたいと思います。 

 最上級生に進級するまで残り３か月、代表委員の仕事をしっかりおこない、クラスをま

とめることと、受験生としてしっかりとした礼儀や言葉遣い、そして生活態度を送るこ

と・・・以上のことを意識しながら、１日１日をクラスや部活の仲間とともに過ごしてい

きたいと思います。 

 

「冬休みの反省と３学期の抱負」３年２組       

 僕は冬休みの計画を立てたときに、２つの目標を掲げました。それは「毎日９時に起床、

４時間の勉強をすること」と、「規則正しい生活をすること」でした。実際、９時に起きる

ことはできましたが、１日４時間、勉強できた日はほとんどありませんでした。また、毎

日夜更かしを続けてしまい、規則正しい生活とはなりませんでした。 

 今日から３学期が始まります。３年生には定期テスト、高校受験、卒業式などがありま

す。僕も含め、自分の学力がまだまだ足りていないと感じている人も、少なからずいると

思います。受験に向け、卒業に向け、勉強はもちろん、日々の生活にも力を入れ、少しで

も良き伝統を残せるよう、気を引き締めて生活していきたいです。 

 

「生徒会より」学芸委員会 ２年２組       

 みなさん、おはようございます。学芸委員長の斎藤です。今日から３学期が始まります。

皆さんは冬休みをどのように過ごしましたか。 

 私は感染症対策を行い、埼玉に単身赴任している父のもとを訪れ、埼玉県の川越市、秩

父市を観光してきました。また、元日には山梨県に行き、「ダイヤモンド富士」を見てき

ました。なかなかない体験ができてよかったです。 

 今年、２０２２年が始まって１４日目です。みなさんは、今年の目標やテーマは決めま

したか。私たち、第１１７期生徒会の年間テーマは「めぐる。」です。「めぐる。」は、生

徒会役員が大曲中学校をどんな学校にしたいかを話し合って決めました。テーマイラスト

を募集しているので、ぜひみなさんの思いをこめて、描いてください。また、用紙に「年・

組・名前」の記入をお願いします。 

 ３学期は来年度への大切なかけ橋となる学期です。３年生は受験があり、２年生は最高

学年まであと一歩のところにきています。１年生は来年度に後輩ができます。これからの

ことを忘れず、来年度にむけて充実した学習・生活ができるよう、頑張りましょう。 

 



★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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【連 絡】 

○「感染症対策」を着実に！ 

◇２０２２年が始まってから１か月、３学期

が始まって２週間が経ちました。北海道の冬

らしく雪が積もり、気温も低くなる日々が続

いております。風邪やインフルエンザ等の対

策はもちろんのことですが、引き続き「コロナ

ウイルス」に関する対策も続けていきたいも

のです。何度も記載しておりますが、「手指の

消毒」「マスク着用」など、身近にできる対策

を着実に講じ、元気で明るく学校生活を過ご

すことができるようにしていきましょう。 

○生徒・保護者の皆様へ 

◆昨年末の学校だよりにも掲載いたしました

が、長期休業中を終え、何か悩み事や相談があ

りましたら、学校（担任や学年の先生）に声を

かけてほしいと思います。また、下記の電話も

活用できます。 

 

 

 

 

 また、本校には「スクールカウンセラー」や

「心の相談員」も勤務しております。どうぞご

活用いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 ＜２月目標＞ 
〇規則正しい 
 生活を送ろう。 日 曜 

１ 火 放課後学習会 

２ 水 職員会議日 ※部活動なし 

３ 木 学力テスト（１・２年） 放課後学習会 

４ 金 職員研修日 ※部活動なし 

５ 土  

６ 日  

７ 月 スキー学習（２年）② 

８ 火 放課後学習会 

９ 水 職員会議日 ※部活動なし 

１０ 木 スキー学習（１年）② 放課後学習会 

１１ 金 （祝）建国記念日 

１２ 土  

１３ 日  

１４ 月 私立入試 A 下見 職員会議日 ※部活動なし 

１５ 火 
私立入試 A① 新入生説明会（大曲東小） 

職員研修日※４時間授業・部活動なし 

１６ 水 私立入試 A② 職員会議日 ※部活動なし 

１７ 木 私立入試 B 下見 定期テスト（１・２年）① 

１８ 金 
私立入試 B① 定期テスト（１・２年）② 

新入生説明会（大曲小） 

１９ 土 私立入試 B② 

２０ 日  

２１ 月  

２２ 火 放課後学習会 

２３ 水 （祝）天皇誕生日 

２４ 木 職員会議日 

２５ 金 生徒会各委員会 

２６ 土  

２７ 日  

２８ 月  

「心の相談員」来校日【２月】 

２月 １日（火） ９：３０～１１：３０ 

４日（金） ９：３０～１４：３０ 

    ８日（火） ９：３０～１４：３０ 

    ９日（水） ９：３０～１４：３０ 

   １５日（火） ９：３０～１４：３０ 

   １６日（水） ９：３０～１１：３０ 

   １８日（金） ９：３０～１４：３０ 

   ２２日（火） ９：３０～１４：３０ 

   ２５日（金） ９：３０～１４：３０ 

「スクールカウンセラー」来校日【２月】 

２月１０日（木） ９：００～１３：００ 

１７日（木） ９：００～１３：００ 

子ども相談支援センター 0120-3882-56  

子どもＳＯＳダイヤル  0120-0-78310  

北海道いのちの電話    011-231-4343 


