
  

 

 

 

 

 

 

令和元年 7 月 25 日発行 第 4 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 

 ４月５日にスタートし、本日まで７３日間にわたり、教育

活動を展開して参りました。この間、体育祭（全力の姿）、修

学旅行（集団行動）、宿泊研修（思いやりの気持ち）、中体連

（最後まで諦めない）、歌声集会（心を一つに）など行事をは

じめ、毎日の授業（学ぶ姿勢）においても、各教科における

到達すべき目標や内容を計画的にすすめることができまし

た。生徒たちも集中力、意欲等をもち、様々な場面で今の自

分の一つ上をめざしたチャレンジや頑張りを見せ、充実感・

満足感を得、成長してくれたものと思います。これもひとえ

に本校教育活動に対する保護者や地域の方々のご理解、ご協

力によるものと、心より感謝とお礼を申し上げます。 

 

 さて、明日からは２５日間の夏休みが始まります。夏休み

は、学校から離れて、主体的な取組や創造的思考を伸ばす大 

変良い機会であると考えます。「自分で考え、判断する。なぜ 

？や新しい発見を通して、調べ、追求する」などの活動に大 

いに期待したいと思っています。 

また、学校からは、連絡票をお渡ししました。特に、各教 

科担任より、学習の仕方やアドバイス等が出されていますの 

で、ぜひ、参考にして家庭での学習を計画的に進め、すべて 

やり遂げていただきたいと思います。すべては自分のためで 

あり、後悔してほしくないためです。ご家庭での声掛けや励ま

しをはじめ、良い事には、具体的にたくさん褒めるなどコミュ 

ニケーションを図っていただきたくお願いいたします。 

 

一方で、夏休み中は、自然に触れ合いながら、心身を鍛え、 

人や自然に対する思いやりの心を育てるとてもよい機会だと

思います。ただ、自然には様々な危険が潜んでいます。水の事

故、不審者、交通安全等、くれぐれも安全で事故のないよう、

また、病気や怪我などに気をつけて、 

充実した有意義な夏休みをお過ごしください。 

 

◇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 

 学校では年３回いじめアンケート

を実施し、いじめの早期発見と解決を

目指しています。 

 今年度も６月に１回目のアンケート

を実施し、その結果に基づき、児童観

察に加え、教育相談による児童からの

聞き取りなど、いじめ防止対策推進法

に基づいた対応に努めております。 

いじめはいつでもどこでも起こるも

のとの危機意識をもっております。お

子様の様子が、おかしい、心配だと思

った時には、遠慮なく、学校へご相談

ください。 

 また、下記の相談窓口もございます

ので、ご活用ください。 

 
子ども相談支援センター 

相談窓口のお知らせ 
いじめや不登校、体罰などの学校教育に関する

悩み、子育て・しつけなど家庭教育に関する悩み

など相談してください。 

●電話相談 

 ０１２０－３８８２－５６ 
（無料、毎日 24 時間対応 ） 

●メール相談 

doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp 

 

●来所相談 ※10:00～16:00 

 （土 日・祝 日、年末 年始はお休みです。） 

子ども相談支援センター 

 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館８階 

※上記の電話相談で予約してください。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

素晴らしい発表でした！＜2年生・宿泊研修発表会＞ 
 

６月２８日に 2 年生の宿泊研修の発表会が行われ、各班の自主研修で学習してきた施設などを紹介し合

いました。 

どの班も画像等を駆使して分かりやすくまとめ、発表することができていました。 

 特に素晴らしかったのは、原稿を見ないで発表する姿。発表会までの短い時間で、発表物や原稿作成

だけでも大変だったかと思いますが、しっかりと原稿を頭に入れ、自分の言葉として表現できていたの

には驚かされました。 

 これから子どもたちに求められる力のひとつに 

表現力があります。「情報を収集して、自分の考 

えを整理して、表現する。」人前でとなると、なか 

なか難しいものですが、これからを生きていく子 

どもたちにとっては欠かせない力のひとつです。 

学校でも、授業を中心にこの力をつけられるよ 

う工夫していかなければなりません。 

 今回の 2年生の姿を見ると、子どもたちと先生 

方が準備の段階で努力した結果からの姿なのだろ 

うと感心しました。来年の修学旅行では、更に素 

晴らしい発表会を創りあげてくれるものと楽しみ 

にしています。 

 

１年生「 体験」 
7 月５日（金）に「三笠市の文化を体験し、 

三笠のよいところを再認識する」を目的に、 

コミュニティ・スクールを通して三笠甚句保 

存会から４名の講師をお招きして「盆踊り体 

験」の授業を行いました。小学校でも経験し 

てきており、盆踊りのＣＤや八幡さんと岩間 

さんの太鼓に合わせ、にこやかな表情で踊っ 

たり、お囃子を入れるなど楽しい中にも有意 

義な体験の時間となりました。 

三笠の伝統文化を理解し、継承していくこ 

とはとても重要なことです。8 月 13 日～15 

日には北海盆踊り大会が開催されます。今回 

の学習を活かして、ぜひ本番でも踊ってきて 

欲しいです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本ジオパーク・ショールーム」見学 
７月１６日（火）１年生地域科の授業の一環 

で旭川市台場にある「日本ジオパーク・ショー 
ルーム」の見学に出かけました。ＶＲを活用し 
た疑似体験や他のジオパークとの比較などから、 
三笠ジオパークについて自分や地域ができるこ 
とを考えるきっかけになったようです。今、ま 
とめの学習をしていて、次年度へつなげます。 
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集会 
 

 

 

 

 

１年生                 ２年生                 ３年生 

７月１９日（金）参観日に歌声集会を行いました。1 年生「大切なもの」、2 年生「With You Smile」、

3 年生「ケサラ」の学年合唱の後、「あさがお」を全校生徒で合唱しました。学年ごとの発表ではこれまで

毎日、放課後などの時間を割いて練習してきた成果が表れた素晴らしい合唱でした。この後、開催される学

校祭での合唱コンクールがとても楽しみな発表でした。５０人近くの保護者の皆様に観覧いただきました。

忙しい中、来校いただき、ありがとうございました。 

南空知中体連大会結果 ７月２日(火)～３日(水) 

【卓球】：岩見沢総合体育館 

男子団体 ３位 予選ブロック戦 ２位通過 

決勝トーナメント準決勝敗退 対光陵中 

                 

女子団体 ３位 ４チームによるブロック戦により      

 

男子個人 ７位 阿部琉維斗さん（３年）⇒全空出場 

  １５位 松橋  楓さん（３年）⇒全空出場 

  １６位 松井 優真さん（３年）⇒全空出場 

女子個人１１位 清野 未来さん（３年）⇒全空出場 
 

【バスケットボール女子】：岩見沢市総合体育館 

第１回戦 三笠・萱野中 ３５－６０ 栗山中 

【バスケットボール男子】：岩見沢市立光陵中学校 

第１回戦 三笠・萱野中 ４３－３８ 清園中 

第２回戦 三笠・萱野中 ２７－９１ 東光中 

 

全空知中体連大会結果 ７月９日(火)～１０日(水) 
【卓球】 岩見沢総合体育館                  【野球】 岩見沢市営球場 

【女子団体】  対開西中 ０－３ 敗退        １回戦  対明苑中  ４対３ 

【個人戦】                   準決勝  対由仁中 １２対９                          

阿部琉維斗さん １回戦勝利⇒２回戦敗退    決 勝  対光陵中  ２対９ 

松橋 楓さん・松井優真さん・清野未来さん 

       １回戦敗退 
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日 

 

曜 行  事 

1 木 

 

教職員健康診断 

2 金  

3 土 空知吹奏楽コンクール 

4 日  

5 月 教育研究所夏季講座 

岩見沢市新人野球大会 
6 火 岩見沢市新人野球大会 

7 水 教職員胃部・胸部検診 

8 木  

9 金 教育研究所地域素材巡り 

10 土 ゼビオ杯野球大会（～12日） 

バスケットボールサマーリーグ 

11 日 山の日（祝日） 

バスケットボールサマーリーグ 

12 月 振替休日 

13 火 学校閉庁日、北海盆踊り 

14 水 学校閉庁日、北海盆踊り 

15 木 学校閉庁日、北海盆踊り 

16 金  

17 土 全日本春季南空知予選野球大会 

岩見沢卓球選手権大会 

18 日 全日本春季南空知予選野球大会 

岩見沢卓球選手権大会 

19 月 職員会議、夏季休業終了 

20 火 全校集会、交通安全指導、 

教育実習開始（教育大） 

21 水 交通安全指導 

ガス化実験施設見学（２年） 

22 木 交通安全指導 

23 金 南Ｐ連母親研修会前日準備 

24 土 南Ｐ連母親研修会 

バスケットボールサマーリーグ 
25 日 バスケットボールサマーリーグ 

 
26 月 一斉委員会 

27 火 教育実習開始（私大） 

28 水  

29 木  

30 金 三笠小中ＣＳ委員会 

31 土  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

目指せ全道！空知地区吹奏楽コンクール 
 ８月３日（土）、岩見沢市民会館において空知地区吹奏楽

コンクールが行われ、吹奏楽部がＡ編成で出場します。 

コンクールでは、１校のみに与えられる全道大会出場権を

かけて、課題曲と自由曲の２曲を演奏します。 

 昨年度からコンクールなど多くの経験を積んできた生徒が

多く、全道出場だけにとどまらず全道で金賞を獲得する気持

ちで挑んできてく欲しいです。応援しています！ 

 当日は、Ａ編成のコンクールが 16：45 から始まり、三笠

中学校は 17：30 演奏開始の予定です。多くの方の応援をお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みの生活 
明日から夏休みです。「夏休みのきまり」をしっかり頭に

入れて、事件・事故に巻き込まれないよう、自分の身は自分

で守ってください。学習を含め、計画的で有意義な 25 日間

を過ごしてください。特に３年生は、受験に向けた大切な時

間になります。１日１日が勝負です。 

８月２０日に元気に引き締まった表情で登校してくる皆さ

んを楽しみに待っています。 

 

昨年の様子 

・三笠中学校 PTA 

・三笠中学校 OB（コミスク） 
の皆さんの出店があります！！ 

少しですが当日券の販売もあります！！ 

８ 

学校閉庁日のお知らせ 
８月１３日（火）～１５日（木）の期間は、学校閉庁日と

なります。 

学校の電話はつながりませんので、緊急の 

時は三笠市教育委員会（２－２１９７）へお 

電話願います。よろしくお願いいたします。 
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