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校長 濱本 賢一

新型コロナウイルスの感染拡大のため延期されていた体育大会が、１０月７日に２・３年生が、１４

日に１年生が学年別に行われました。本来であれば全校生徒がグラウンドに一同に会して、それぞれの

学年の様子を見て高め合いながら実施したいところでしたが、コロナ禍で密 

を避けるため、学年別の開催となりました。このような状況の中でしたが、 

リレーや玉入れ、団体種目を通して、生徒一人一人が一生懸命に走り、投げ 

るなど、頑張っている姿が見られました。また、声をかけ合いながら協力し 

ている姿や学級ごと円陣を組んで気合を入れて競技に臨んでいる姿を見て、 

体育大会を通して学級の団結力、高まりを感じることができました。      ３年生大縄跳びの様子 

            延期されていた２年生の宿泊学習が、１０月１８・１９日に行われました。 

学年テーマ『今を大切に！』のもと、１日目は函館での自主研修、２日目は 

学級別研修が実施されました。自主研修では、事前学習で各班が研修場所・ 

内容、交通手段を調べ、当日はタブレットを活用し写真を撮り、集団で行動 

自主研修の様子      する学習を深め、事後にはそのタブレットを活用し、まとめ学習をしました。 

学級別研修は、ニセコでのジャム作りや燻製作り体験、登別の伊達時代村、マリンパークでの見学・

体験をするなど、体験学習を実施しました。この２日間を通して、時間をしっかり意識して行動するこ

とができました。また、ホテルの方に、２年３組の実行委員長の   さんから次のような立派な挨拶

があり、感謝の気持ちをしっかりと伝えることができました。 

さらに、「役は人を作る（育てる）」という言葉がありますが、各種集会やそれぞれの仕事を通して、

実行委員会や各委員会の生徒の自覚ある行動も見られました。このような成果や課題から来年の修学旅

行につながる、思い出に残る宿泊学習となりました。 

このように、体育大会や宿泊学習の行事を通して、生徒たちは多くのことを学び、成長しています。 

これからは、ウイズコロナ・ポストコロナの視点から、感染対策を十分に取りながら、学びの保証をし

っかりとしていきたいと考えています。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

－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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 今日から２日間、こちらのホテルでお世話になります。よろしくお願いいたします。私たちは今回

の宿泊学習、そしてこちらのホテルで宿泊できることを楽しみにしていました。今回は１６７名とい

う大所帯にも関わらず、このように快く受け入れていただきありがとうございます。滞在中は、ホテ

ルのルールやマナーを守り、他のお客さんに迷惑をかけないように十分気をつけて生活します。今回

の宿泊学習の目的は、共同生活を通して集団生活におけるルールやマナー、協調性を学ぶことも含ま

れています。それと同時に、友達、先生と共に楽しく思い出に残る時間を過ごしたいと思います。明

日の出発までお世話になります。どうぞよろしくお願いします。 
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「体育大会」無事に終了～学年分散開催～ 
 今月７日（木）に２・３年生、１４日（木）には１年生が「体育大会」を行いました。両

日ともに秋晴れとなり、気温も暖かく最高のコンディションとなりました。どの学年の生

徒たちも学級のために、自分のために、与えられた役割を着実に果たすなど、一生懸命な

姿が随所に見られました。       

 体育大会後の生徒たちの感想からも  

「とても楽しかった」「（実施できて）   

よかった」など、学校行事ができたこ  

とに対しての喜びや達成感、充実感の  

コメントがたくさんありました。生徒  

一人一人の頑張りはもちろんのことで  

すが、学級での結束力や団結力の高ま  

りを、今後の学習や生活に生かしてほ  

しいと思います。           

「宿泊学習」～１泊２日「道南方面」の旅～ 
 本校２年生は１８日（月）～１９日（火）にかけて、「宿泊学習」に行きました。天候に

も恵まれ、生徒たちは「今を大切に！～日常の延長としてすべきことをしっかりし、全員

が楽しい宿泊学習にしよう～」のスローガンのもと、「時間を見て行動をする」「仲間や地

域の気持ちを第一に考えて行動する」ことを着実に実践し、怪我なく無事に２日間の旅程

を終了しました。この宿泊学習での成果を今後の学習や日常生活に生かし、次年度の「修

学旅行」へのステップとしたいものです。 

 

【研修場所・宿泊先】                   

 ・研修場所：道南方面  

・宿 泊 先：グリーンピア大沼  

【日程の概要】                      

■１日目：１０月１８日（月）                 

学校‐バス（北広島→函館市） 

‐函館市内自主研修  ‐ ホテル  

■２日目：１０月１９日（月）     

  ホテル ‐ バス（クラス別研修）    

１  組「ニセコ体験コース」     

２・３組「登別マリンパークコース」  

４・５組「登別時代村コース」‐学校   

 

おめでとうございます！～各種表彰～ 
 ○令和３年度「野鳥絵画展」中学生の部 （令和３年７月２６日） 

優秀賞 

○第４５回北海道道場少年剣道大会 （令和３年１０月３日） 

団体戦 中学生の部 準優勝 剣道部（            ） 
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 ○日刊アマゴルフ全日本大会・女子 （令和３年１０月５日開催） 

４位      【全日本選手権シード権獲得】 

 〇第３３回石狩管内中学校ソフトテニス大会 （令和３年１０月９～１０日） 

  男子団体 準優勝（                          ） 

女子団体 第３位（ 

） 

  女子個人戦ダブルス 第３位（           ）→第４８回北海道中学生 

インドアソフトテニス選手権大会（ダブルス）出場【来年１月開催：北海きたえ～る】 

小中一貫全国サミット【デジタル開催】～空手の演武を披露します！～ 

 北広島市は、今年「第１６回小中一貫全国サミット」の開催を予定しておりました。全

国から多くの方々が集い、小中一貫教育の具体的な取組を見ていただく予定でした。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、Ｗｅｂを活用したオンライン

での開催（デジタル開催）となりました。  

 北広島市全体で「授業公開」等を行い、  

小中一貫教育の成果を披露する予定です。  

授業実践発表の小中学校（東部中学校区・  

西部中学校区・広葉中学校区）と、オープ  

ニングイベント参加の小中学校（緑陽中学  

校区・西の里中学校区・大曲中学校区）に  

分かれ、それぞれの小中学生が活躍する姿  

を、是非ともご覧いただきたく思います。  

 本校の生徒たちは、「オープニングイベン 

ト」の中で、体育の授業で取り組んでいま 

す「空手の演武」を披露します。      

 この関係から１２日（金）は臨時休業と  

なりますが、１・２年生の一部の生徒たち  

は「芸術文化ホール」にて演武いたします。 

「オープニングイベント」等の様子は「ラ  

イブ配信」（後日アーカイブ配信もあり） 

されます。是非ともご視聴いただければと 

思います。この配信を見るためには、以下の方法でのお申込みが必要です。各自でお申し

込みをよろしくお願いします。 

 

■申込方法 申込用 Web ページか右のQR コードからお申し込みください。 

北広島市 教育委員会 HP 

https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00137665.htm l 

■参 加 費 無 料 

■配信期間 令和３年１１月１２日（金）午前９時４５分から令和３年１２月１２日（日）まで 

■問い合わせ先 北海道北広島市教育委員会小中一貫・教育施策推進課 

TEL：011-372-3311 内線 4832  MAIL：ikkan@city.kitahiroshima.lg.jp 

 



★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） 

大曲中学校「公孫樹」～ｐ４～ 

【連 絡】 

○感染症対策にご協力を！ 

 緊急事態宣言も終了し、感染者の数が減少し

ている状況ではありますが、集団生活を送る

学校として、引き続き、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。 

○１１月以降の教育活動等について 

 １０月２１日付で、１１月４日（木）第１回

目の「授業参観、学年・学級懇談会」案内文書

を配付いたしました。多くの保護者に来校し

ていただけることを期待しております。なお、

今後の感染状況にもよりますが、引き続き学

校の教育活動につきましては、検討を重ね進

めて参りたいと思います。なお、保護者の方々

におかれましても「健康チェックシート」の記

入・提出にご理解とご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

１１月 ＜１１月目標＞ 

〇落ち着いた生活の 

 中で学習に取り組もう 日 曜 

１ 月 ３年定期テスト＜１日目＞ 

２ 火 ３年定期テスト＜２日目＞ 

３ 水 （祝）文化の日 

４ 木 
授業参観（５ｈ）学級・学年懇談会 

空手授業（２年） 

５ 金 空手授業（２年） 

６ 土  

７ 日  

８ 月 ダンス授業（３年） 

９ 火  

１０ 水 学力テスト（全学年） 

１１ 木 ダンス授業（３年）生徒会各委員会 

１２ 金 
臨休（小中一貫全国サミット：デ

ジタル開催）※本校：空手演武参加 

１３ 土  

１４ 日  

１５ 月 
職員会議日 救命講習①（３年） 

中学校区家庭学習強化週間 

１６ 火 救命講習②（３年） 

１７ 水 救命講習③（３年）中学校区ノーメディアデー 

１８ 木 １・２年定期テスト＜１日目＞救命講習④（３年） 

１９ 金 １・２年生テスト＜２日目＞生徒総会リハーサル 

２０ 土  

２１ 日  

２２ 月 
職員会議日 生徒総会 ダンス

授業（３年） 

２３ 火 （祝）勤労感謝の日 

２４ 水  

２５ 木 三者懇談① 

２６ 金 三者懇談② 

２７ 土  

２８ 日  

２９ 月 三者懇談③ 

３０ 火 三者懇談④ 

「心の相談員」来校日【１１月】 

１１月 ２日（火） ９：３０～１４：３０ 

    ５日（金） ９：３０～１４：３０ 

    ９日（火） ９：３０～１３：３０ 

１２日（金） ９：３０～１４：３０ 

   １６日（火） ９：３０～１４：３０ 

   １７日（水） ９：３０～１１：３０ 

   １９日（金） ９：３０～１３：３０ 

   ２４日（水） ９：３０～１４：３０ 

   ２６日（金） ９：３０～１４：３０ 

   ３０日（火） ９：３０～１４：３０ 

「スクールカウンセラー」来校日【１１月】 

１１月１１日（木） ９：００～１３：００ 

１８日（木） ９：００～１３：００ 

２５日（木） ９：００～１３：００ 

 


