
  

 

 

 

 

 

令和元年８月 3０日発行 第５号三笠市立三笠中学校 学校だより 校長：伊藤孝一 文責教頭：加藤敦 

「よい準備で」 勉強・部活・行事『学校祭』の成功へ！ 

                                校長  伊  藤  孝  一  

 

 ２５日間の夏休みが終わり、生徒の元気な声が戻ってきました。夏休み中は、暑い日も多

く、勉強するにも、運動するにも、大変な環境の中だったのではと推察いたします。しかし、

そんな中、健康や安全に気を付け、規則正しい生活を心がけ、目標をもち、過ごしてきたこと

と思います。それも、保護者の皆さんをはじめ、地域の方々の目配りと心づかい、励ましや見

守りのおかげであると感謝しております。子どもたちは、顔も真っ黒に日焼けし、心も体も逞

しくなって登校してきました。前期の後半を良い形でスタートできます。 

 さて、その夏休み中、部活動でも子どもたちは様々な活躍をしました。少しご紹介したいと

思います。まず、吹奏楽部は「空知地区吹奏楽コンクール」に出場しました。昨年はＢ編成の

部で参加していたのですが、今年は部員の人数も増え、Ａ編成の部に出場し、見事金賞に輝

き、全道コンクールへの出場権を獲得しました。その演奏の迫力・美しさに、私は体の震えが

止まらず、涙が溢れてきました。素晴らしかったです。次は、全道で金賞、全国大会の切符を

目指して、切り替え、また、聴いている人を感動させることの出来る演奏に期待をいたしま

す。他の３つの運動部や美術部も、それぞれ２年生中心の新チームになり、猛暑の中一生懸命

練習に取り組み、大会等で力をつけ、成長し続けています。大切なことは、明確な目標を持っ

て練習に取り組むことです。毎日の練習をどういう気持ちで取り組むか。その際、大切なのは

「よい準備」です。やらされる取り組みでなく、「自分から、自分で」という主体的な練習を

進めてほしいと思います。保護者や地域の皆さんも、引き続き応援をよろしくお願いします。 

 

 また、学校は、９月７日（土）に行われる第７２回学校祭に向けての取り組みが始まりまし

た。教室からは各学級、合唱の美しい歌声が聞こえてきます。合唱は歌っている本人たちは勿

論のこと、聴いている人たちも幸せな気分にしてくれます。「歌声は、聴衆の心を震わせるこ

と」が出来ます。そして、学校祭に向けての取り組みは、学級や学年、学校全体の絆を深める

最高の時間です。三笠中学校生徒会の伝統である「挨拶と歌声」を今年の学校祭でもしっかり

表現し、次の時代へつなげて下さい。なお、昨年は胆振東部地震

による停電等で、バザーができませんでした。今年のバザーは、

ＰＴＡＯＢの出店があり、盛り上げてくれることになっていま

す。保護者・地域の皆さん、お忙しいとは思いますが、ぜひ足を

運んでください。三笠中生徒たちの生き生きとした姿を必ずや

お見せできると思います。お待ちしています。  
 

 

◇三笠中学校教育目標◇ 

１．自ら学び考える力を育てる 

２．豊かな心を育てる 

３．たくましく生きる力を育てる 



夏休みも部活動・勉強に奮闘！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主的な学習が力となる！ 
 夏休みには、各学年で 3 日ずつ設定した学習会に  

自主的に参加し、先生方から助言を受けながら復習  

や夏休みの宿題に取り組んでいました。  

 また、それ以外にも毎日のように楠見塾に参加し、  

学習に努力する姿が多く見られました。「継続は力  

なり」です。  

今後も自主的・計画的に学習に取り組む生徒が増  

え、学力が身についていくことを期待しています。  

全道大会出場！ 

岩見沢卓球選手権大会 

7～8月にかけて行われた大会に、１４人の生徒

が参加し、下記の生徒が全道大会に出場することと

なりました。おめでとうございます。 

全道大会でもベストを尽くせるよう、今後も練習

を積み重ねてください。期待しています。 

《カデットの部（14歳以下）》 

男子シングルス 1年 松本  蓮さん 

女子シングルス 2年 江川 美羽さん 

※全道大会 9/14～16 旭川市にて開催 

《一般の部》 

 男子シングルス 3年 阿部琉維斗さん 

 女子シングルス 3年 清野 未来さん 

 男子ダブルス  3年 阿部琉維斗さん 

            松井 優真さん 

 ※全道大会 10/11～13 札幌市にて開催 

バスケットボールサマーリーグ大会 

８月１０日・１１日に行われた、予選リーグで

は、敗戦での課題を克服し、男女とも 1勝 1敗

の成績で順位決定リーグに進みました。男女とも

に成長を感じられる試合ぶりで、今後の更なる活

躍が期待されます。 

《予選リーグ》 

 女子 三笠・萱野 ３９－ ６７ 由仁中 

          ９８－ ３５ 明成中 

 男子 三笠    ３１－１０６ 東光中 

          ６７－ ４１  豊中 

≪順位リーグ ８月２４日・２５日≫ 

 女子 三笠・萱野 ７０－ ３９  緑中 

          ６２－ ４９ 東光中 

 男子 三笠    ４４－ ６６ 栗山中 

          ６０－ ３７  豊中 

全道大会出場決定！ 

空知吹奏楽コンクール 金賞受賞！ 

 8月 3日に行われたコンクールにおいて、A

編成の部において見事金賞を獲得し、1校にのみ

与えられる全道大会の出場権を獲得しました。 

 練習の時から迫力とまとまりのある演奏をして

いましたが、本番でも多くの方を魅了する圧倒的

な演奏を披露していました。 

 現在は、31日（土）に札幌市で開催される全

道大会に向けて最終調整に入っています。 

 緊張はすると思いますが、自分と仲間を信じ

て、さらに素晴ら 

しい演奏ができる 

よう応援したいと 

思います。 

岩見沢市新人野球大会優勝！ 

 8月 5～6日に行われた新人野球大会において

激闘を乗り越え、見事優勝を飾りました。 

 1回戦では中体連で敗れた岩見沢光陵中学校を

相手に延長までもつれた試合を見事にものにし、

勢いそのままに準決勝・決勝と勝ち抜きました。

この優勝を自信にさらに技とチームワークに磨き

をかけていってほしいです。 
＜大会結果＞ 

≪市内新人戦≫ 

1回戦  ４－１ 光陵中 

準決勝 １０－１ 夕張中 

決 勝  ８－２ 緑・明成中 〈優勝〉 

≪ゼビオ杯≫ 

1回戦  ８－１ 深川中 

準々決勝 １－０ 深川一已中 

準決勝  ２－６ 南空知 BBC 

3位決定戦３－１ 光陵中 〈第 3位〉 

≪全日本春季南空知大会≫ 

1回戦 １２－２ 栗山中 

準決勝  １－０ 南空知 BBC 

決勝   ２－４ 光陵中 〈準優勝〉 
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校内の環境整備に感謝！ 
今年度に入り、学校では校舎内の環境整備を２つ行っていただきました。 

1つ目は、普通教室（8教室）のエアコン設置です。7月はとても蒸し暑く、夏休み中も猛暑の日が

続いた中で学習や部活動等で快適な環境のもと活動することができました。 

2つ目は、生徒用トイレの完全洋式化です。近年、 

家庭など様々な場所で洋式トイレの設置が進み、和式 

トイレで用を足すことに困難さを感じる児童生徒も増 

えていて、とてもありがたい整備です。 

設置していただいた三笠市に感謝し、大切に有効利 

用していきましょう。 

 
２年生 「三笠のエネルギー開発」  
    

８月２１日（水）幾春別川向町にある「室蘭工業大学未利用石炭エネルギー研究施設」

において、石炭のでき方や石炭の有効 

活用、ガス化による未来の構想などに 

ついて話を聞いた後、石炭のガス化実 

験を体験し、学習を深めてきました。 

三笠の地下に眠る７億トンの石炭を有 

効に活用できる日が来て、三笠がより 

活性化すると良いですね。 

第７２回 学校祭 
令和元年９月７日（土） 

【学校祭テーマ】 

集え。～輝く個性を今ここに～ 

≪プログラム≫ 

８：４０～ ８：５５ 開会式 

９：００～ ９：２０ 生徒会企画 

９：４５～１１：０５ 合唱コンクール 

 １１：２０～１２：２０ ステージ発表 

 １２：２０～１３：３０ バザー 

 １３：３０～１３：５０ 吹奏楽部演奏 

 １４：１０～１４：５０ 生徒会主催イベント 

 １４：５５～１５：１５ 閉会式 

≪展示≫ 

  平面アートコンクール 

  立体アートコンクール 

  教科作品展 

  美術部作品展 

 

只今 学校祭 取り組み  

夏休みが明けた途端、学校祭モードにスイッチオン！ 

各部門に分かれての作業が本格化しています。 

どんな作品に仕上がるのか楽しみです！ 

是非、当日ご観覧ください。 

 

バザーについて 
三笠中学校ＰＴＡのＯＢ（フラッ

ペやコーヒー）による出店もあり

ます。その他の当日券も若干あり

ますので、ぜひお越し下さい。 



 

日 曜 行事 

1 日  

2 月 全校合唱練習 

3 火 交通安全指導 

4 水 市来知神社祭典、期末テスト範囲配布 

5 木 市来知神社祭典 

6 金 学校祭前日準備、市来知神社祭典 

7 土 第７２回学校祭 

8 日  

9 月 振替休業 

10 火 学校祭反省、片付け 

11 水 学力テスト総合Ａ・部門・学年部会 

12 木 調整会議 

13 金  

14 土  

15 日  

16 月 敬老の日、テスト前部活動中止 

17 火 
特別支援社会見学、教育実習終了 

テスト前部活動中止 

18 水 交通安全指導、テスト前部活動中止 

19 木 
前期期末テスト（１日目） 

職員会議 

20 金 
前期期末テスト（２日目） 

全校集会、一斉委員会 

21 土  

22 日  

23 月 秋分の日 

24 火 稲刈り（１年） 

25 水 諸費納入日、校内研修 

26 木 諸費納入日・小中一貫部活動体験 

27 金 諸費納入日 

28 土  

29 日  

30 月 全校集会、成績一覧表提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

教育実習生が来ています！ 
 ９月１７日（火）まで教育実習生が 3名きており、将来の

教職を目指して毎日の授業や学級指導に熱心に取り組んで

います。短い期間ですが、生徒のために、そして実習生自身

のために良い実習となるよう若さあふれる指導で頑張って

ほしいです。 

原  巧佑 先生 

 

 

 

 

 

三分一 陸 先生 

 

 

 

 

 

堀籠 航平 先生 
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全国学力・学習状況調査 
 4月 18日に行われた全国学力・学習状況調査の結果が出ました。この調査は、毎年全国の小学校

6年生と中学校 3年生を対象に行い、生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てるもので

す。本校でも、今回の結果を受けて課題を受けた授業改善や学校改善に取り組んでいきます。 
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＜結果分析・改善策＞ 

・どの教科においても、全国・全道平均

を下回っている。 

・授業で「課題」「まとめ」「振り返り」

を板書に提示し、生徒が「分かる・で

きる授業」を構築します。 

・授業の中で。生徒一人一人が考える場

を設定し、その考えを交流する授業を

展開し、思考力・判断力・表現力を身

につけさせます。 

 

学校祭が終わると… 
 生徒は、学校祭に向けて気持ちを集中しさている時期

ですが、学校祭終了後の 9月 19日（木）・20日（金）

に前期期末テストが控えています。 

全教科（10科目）のテストとな 

ります。直前になって慌てないよ 

う、計画的に学習に取り組んでい 

きましょう。 

北海道教育大学岩見沢校 3年目の原巧佑（はらこうすけ）です。

教科は保健体育でサッカーを担当します。群馬県出身で 14年間サ

ッカーをしています。明るく笑顔で生徒と接し、生徒が楽しい学校

生活を送れるようサポートしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

北翔大学生涯スポーツ学部 4年の三分一陸（さんぶいちりく）で

す。この度、9月 17日まで教育実習をさせていただくことになり

ました。担当教科は、保健体育です。お世話になるすべての方への

感謝を忘れずに、1日 1日を大切に過ごしたいと思います。3週間

という短い期間ですが、よろしくお願いいたします。 

札幌学院大学の４年の堀籠航平（ほりごめこうへい）と言いま

す。担当教科は、社会科です。母校である三笠中学校で教育実習を

させていただくことを楽しみにしていました。 

３週間という短い期間ですが、１日１日を大切に頑張りたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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