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《校訓》 礼儀・自主・勤労・協同
三笠市立萱野中学校
校長 小松 明美
三笠市萱野 192 番地 ℡ 2-2308
発行：平成２８年８月２５日 №５

三笠市立萱野中学校 校長

小松明美

長いようで短い夏休みが終わりました。休み中にも部活動や生徒会執行部・学習会（１０日間のべ７７人参
加）
・９月上旬に行われる学校祭の練習にと多くの生徒の学ぶ姿や活動する様子をみることが出来ました。
ところで、今年の夏休みと言えば、４年に一度開催されるスポーツの祭典「第３１回オリンピック競技大会」
が、ブラジルのリオデジャネイロで開催されました。連日・連夜奮闘する選手の姿がテレビの中継やニュース等
で流され、様々な競技種目の中で、特に選手とコーチや監督との出会いや大会までのエピソードを聞く度に、
【出
会いの大切さ】や【人と人とのつながりの強さ】に感動する事が多くありました。
さて、始業式の挨拶でお話したように、萱野中学校も新しい出会いから始まります。
２学期から３年生に佐藤祐紀さんが転入し、１９人で「新生・萱野中学校」がスタートしました。また、新し
い ALT のライさんも来ました。さらに、２９日～９月２日までの一週間は、
「へき地教育」の実習生が３人来ま
す。長い２学期の前半だけでも色々な出会いがあります。どうか大切にしてください。

１，挨拶を笑顔でしっかりしましょう！
萱野中学校には多くの来校者が来ます。毎月来る方もいれば、初めて萱野中学校に来る人など様々です。
家庭でお客様に挨拶をするように、学校でも笑顔でその場に応じた挨拶をしていきましょう。また、日頃から友達や
先輩＆後輩・先生方・家族にも同様に、自分から進んで笑顔でしっかり挨拶しましょう。

２，はきはきと返事をしましょう！
呼ばれたら返事をするのは当たり前。その当たり前の事が出来なくて、社会に出て就職した日から大きな返事をす
る練習をしている企業があるそうです。でも、義務教育でしっかり身についていたら、そんな必要は無いと思いませ
んか？自分の名前に誇りを持ち、しっかりと返事をしましょう。但し、むやみやたらに「ハイ・ハイ」と言うのでは
なく、言われたことを把握し、理解してから返事をすることも身につけていきましょう。

３，勉強をしっかり取り組みましょう！
３年生は、自分の目標の高校に入学するための受験勉強として、３年間の学習内容の復習を繰り返し行い、悔いの
残らないように勉強を進めましょう。１，２年生は授業に集中して、その日の学習内容の宿題や復習、翌日の授業の
予習など毎日の勉強を頑張りましょう！

本校では、毎日の授業や生徒指導、部活動等を通して「一人一人の子どもの可能性を表に引き出し、その子ど
もに喜びや自信を持たせる」指導に努めて参ります。保護者の皆様には、２学期の学校行事や PTA 活動など、
いろいろな形で本校教育活動についてご理解・ご協力をいただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいた
します。また、地域の皆さまには、お忙しい中、本校の「総合的な学習の時間」等でキャリア教育や体験活動を
快くお引き受けいただき、心より感謝申しあげます。

最後になりますが、今後も「あい」をキーワードに「たくましく生き抜く力」を育むため、
『基礎学力の
向上・生徒の自立を支援する学校の創造』に、引き続き教職員一丸となって努力して参ります。どうぞよろ
しくお願いいたします。

２学期の抱負 ２年 柳谷 侑
２学期の私たち２年生の目標は、自分から行動することだと
思います。部活動や委員会の活動等でみんなそれぞれ、去年よ
生徒会長挨拶 ３年 笹森瑞葵

りも忙しくなっています。ですが、学級のことにも目を向けて

楽しかった夏休みが終わり、２学期に入りました。

自分から進んで行動していきたいです。これから学校祭の準備

みなさん、夏休みは事故に気をつけて過ごし、勉強もしっか

もあるので、２年生みんなで協力してがんばりたいと思います。

り出来ましたか？２学期は学校祭、生徒会役員選挙、中間テス

私個人の目標は、勉強時間を増やすことと、もっと集中する

ト、期末テスト、学力テストがあります。１年生のみなさんは

ことです。２年生になってから、あまり集中していなかったの

初めての学校祭で大変だと思いますが、テストのことも忘れず

で、学校の成績も塾での成績も下がってきています。ですから、

にしっかりと勉強して下さい。

一つ一つの授業をもっと集中して聞いて、家庭学習も真剣にや

生徒会役員選挙もありますので、立候補する人は、心の準備
をしておいて下さい。２年生は３年生になってから後悔しない

ろうと思います。２学期は忙しいですが、さまざまなことにチ
ャレンジし、目標に向かってがんばります。

ように学力テストと中間・期末テストの勉強を毎日コツコツと
しましょう。役員選挙は学校の中心となる人を決める重要なこ
とです。たくさんの人に立候補してほしいと思います。
３年生は学力テスト総合Ａ・Ｂ・Ｃがあります。これまでの
復習をしっかりして、分からないところはそのままにせず、先
生方に聞いてください。ただし、息抜きも忘れずにしましょう。
２学期は忙しいですが、みなさんがんばりましょう。

２学期の抱負 １年 齊藤彩花
私の２学期の抱負は積極的に挨拶、返事をすることです。
１学期の最初の頃はとても意識して中学校生活を送っていま
した。ですが、慣れてきた頃には意識するのを忘れ、あまり返
事をしていなかったのではないかと思います。
２学期は常に意識をして中学校生活を送っていきたいです。

９月の行事予定

２日(金) 学校祭前日準備
３日(土) 学校祭・PTA バザー
５日(月) 振替休業日
６日(火) 学校祭後片付け
７日(水) 委員会 市Ｐ連役員会
８日(木) 小中一貫合同部会
９日(金) 生徒会役員選挙公示 １学年学級レク

挨拶についても言われたらする、または、少し声が小さかった
と思います。挨拶も中学校生活に慣れてきた頃から忘れがちで
した。ですが、これからは自分から積極的に挨拶をして、相手
が「いいな。」と思うくらい、気持ちよくしたいです。
そして、私は勉強もがんばりたいです。小さな事にも気をと
め、楽しい思い出がたくさん出来る２学期を送っていきたいで
す。さらに、部活も大会があるのでそれに向けて頑張りたいと
思います。

11 日(日) 市子連夢ランド三笠
12 日(月) 衣替え準備 健康相談 クリーンアップ週間
学習会（英・国・社）
14 日(水) 3 年学力テスト（総合Ａ）
16 日(金) 生徒会役員選挙告示
19 日(月) 敬老の日
20 日(火) 交通安全指導
21 日(水) 校内研修 交通安全指導
22 日(木) 秋分の日
23 日(金) 定例職員会議 2 学期中間テスト
26 日(月) 衣替え 学習会（数・理・英）
28 日(水) 市Ｐ連役員会
29 日(木) 小中一貫合同研修会
30 日(金) 生徒会役員選挙(演説・投票)

共和町の共和中学校から
転入した佐藤祐紀（さとう ゆ
うき）です。
萱中の第一印象は、人数
が少ないけど明るいなと思
いました。これから卒業ま
でよろしくお願いします。

こんにちは！ライ・コ
ウインと申します。ライと
呼んでくださいね。アメリ
カの南西部にあるアルバ
カーキ、ニューメキシコ州
から来ました。お会いする
のを楽しみにしています。
よろしくお願いします！
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平成 28 年度 第 45 回 学校祭テーマ

学校祭に向けて
萱野中学校

生徒会会長

笹森瑞葵

今年の学校祭のテーマは、「SHINE～輝く生徒たち～」です。萱野中学校は人数が少
ないので、スポットライトにあたりやすいです。すなわち、輝こうとする気持ちがあれ
ば、全員が輝くことができます。生徒会執行部では、一人ひとりに輝いてほしいと考え、
今年はこのテーマにしました。
１年生は、初めての学校祭なので、とても緊張していると思います。ですからみなさ
ん、温かい目で見守ってください。器楽とダンスを楽しみにしていてください。
２年生は、昨年、英語の劇をやっていました。とても面白く、笑いがたえませんでし
た。今年はどんな劇をやってくれるのでしょうか。楽しみですね。
３年生は、最後の学校祭です。１年生ではハンドベル、２年生では歌とダンスをしま
した。今年は、新しい仲間も加わり、どんな劇とダンスをするのか期待していてくださ
い。
全校生徒１９人、力を合わせて、主張発表、英語発表、音楽発表、学年 on ステージ
を精一杯頑張ります。私たちは今日まで、一生懸命に練習をしてきました。夏休み中に
学校に来て練習をしていた学年もありました。練習の成果を、ぜひご覧ください。

19
人
が

輝
く
日

★ ☆ プ ロ グ ラ ム ☆ ★
１. 開会式

９：００～ ９：３0

２. 主張発表 ９：３0～10：００
１年

加賀 智早
「なぜ勉強をしなくてはいけないの」

１年

齊藤 彩花
「今、私たちに出来ること」

２年

大村 直之
「人に頼ってばかりいてはいけない」

２年

柳谷 侑

４. 音楽発表 10：４5～１１:０５
★ 全校発表
『君を待つ空』
『ひまわりの約束』
『予感』
５. 職員発表 11：05～11：25
お楽しみに！

●休憩・昼食

バ ザー（2 階 理科室）
作品展示（1 階 音楽室）
写 真 展（１階 玄関ホール）

「見えない努力」

３年

加賀春妃
「三笠の人口を増やすには」

３. 英語発表 １０：００～10：３５
１年生テーマ ～自己紹介
「Ｓｅｌｆ-Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」

6. 学年 on ステージ
12：４5～13：55
①１年 伊藤菜々美

愛海

加賀 智早

川井 来華

齊藤 彩花

佐藤 香音

渋木 美穂

中谷 瑞貴

福士 紅葉

②２年 大村 直之

勝田

政志

髙畠 遥花

髙畠 優花

柳谷

侑

横山 凜

２年生テーマ ～私の尊敬する人
「Ｍｙ

Ｉｄｅａｌ Ｐｅｒｓｏｎ」

３年生テーマ ～私の夢
「Ｍｙ

●休

Ｄｒｅａｍ」

憩

10：35 ～10：４5

③３年

甲斐

加賀 春妃

坂梨 玄暉

笹森 瑞葵

佐藤 祐紀

7. 生徒会企画 14：05～14：25
8. 閉会式

お
知
ら
せ
と
お
願
い

11：30～12：45

14：25～14：40

今年度、南空知ＰＴＡ連合会の研究大会を三笠市ＰＴＡが担当します。
当初、１１月２６日（土）に予定しておりましたが、事情により、１０月
１６日（日）に開催することとなりました。
開催地ということもあり、萱野中学校からの参加期待数が多くなりま
す。
詳細が決まり次第、改めてご案内いたしますが、保護者の皆様には大会
の趣旨をご理解の上、多くの参加、ご協力をお願いいたします。
◆期 日 平成２８年１０月１６日（日） ９：３０～１２：００
◆場 所 三笠市民会館
◆内 容 ・親学講座（空知教育局）
・講演『子どもと大人の足育講座』
～正しい靴の選び方・正しい履き方・正しい歩き方～
講師 シューフィッター 北 出 裕 幸 氏（北出靴店）

