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夢はあるかい？
～自分で切り拓く進路へ～

校長

菊地 佳子

「将来の夢は何ですか？」と聞かれてすぐに答えられる生徒もいれば考え込んでしまう生徒もいます。
今月の初めに実施した生徒アンケートの「あなたは将来の夢や目標をもっていますか。」で肯定的な回答は
53.3％に留まりました。
多様性やグローバル化など社会を取り巻く環境は急速に変化し、“Society 5.0”
（経済発展と社会的課題の
解決を両立する社会）という言葉も一般的になってきました。職業選択においても、私たちが中学生の頃とは
大きく様変わりしているようです。
以下に示す表は中学生のなりたい職業についての調査結果です。
（ソニー生命 2019．8 より）
男子中学生
YouTuber などの動画投稿者
プロ e スポーツプレイヤー

30.0

3位
4位
5位

ゲームクリエイター
IT エンジニア・プログラマー
社長などの会社経営者・起業家
公務員
ものづくりエンジニア
（自動車の設計や開発など）
プロスポーツ選手
歌手・俳優・声優などの芸能人
会社員

19.0
16.0
14.0
9.0

6位
9位
10 位

女子中学生

％

1位
2位

23.0

9.0
9.0
8.0
7.0

1位
2位
3位
4位
6位
7位
8位
9位
10 位

％

歌手・俳優・声優などの芸能人
絵を描く職業
（漫画家・イラストレーター・アニメーター）
医師
公務員
看護師
ショップ店員
YouTuber などの動画投稿者
文章を書く職業（作家・ライター等）
動物園や水族館の飼育員
教師・教員
デザイナー
（ファッション・インテリア等）

18.0

美容師

7.0

16.0
14.0
12.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
7.0

来月初旬に３年生は『三者懇談』を行います。中学校までは義務教育のため、９年間の学校生活が保障され
ています。しかし、その後は、自分の力で進路を切り拓いていくことになります。ただ単にどこか高校に入れ
ればよいという考えで進路を選択すると、次の生き方に大きな影響が出ます。将来の夢や希望から逆算し、そ
れを実現するためにはどの高校へ行くのが良いか自分の考えを持つ必要があります。
そのため進路選択は、的確な情報収集のもとに将来を見通して、自己の個性・能力・適性に関する十分な理
解と検討の上に、生徒自らが納得いくものでなければなりません。
本校では進路指導やキャリア教育を計画的に行っておりますが、三者懇談が最終決定の場となります。生徒
の主体的な進路決定には保護者の理解と支援が不可欠です。家庭での話し合いを十分に行いながら学校と家庭
が協力していくことが大切です。
１２月、３年生は進路選択を考え、進路決定をしていく重要な時期になります。しかし、それは３年になっ
て急に始まるものではなく、１・２年生での学習等の積み重ねがあってのものです。３年生の進路学習につな
がるよう、１・２年生においても、日頃の教科の学習とともに望ましい勤労観・職業観の形成、主体的な進路
の選択と将来設計など進路に関する学習をしています。来年、再来年の三者懇談がより充実したものになるよ
う、１・２年生のうちから進路について意識をしていくようご家庭のご協力をお願いいたします。

◆日課

進 路 説 明 会
８日（金）に進路説明会がありました。今年
度の入学者選抜方法についての説明でした。
来月には三者懇談があり、いよいよ３年生は
進路決定となります。第１志望校合格に向け、
しっかりとした準備をしていってほしいと思い
ます。行ける高校ではなく、行きたい高校へ行
くための努力を惜しみなくしていきましょう。

会議日課 6ｈ→15:00 下校
5ｈ→14:05 下校

◆ＳＣ
スクールカウンセラー来校日

日 曜

学校行事

日課 給食 ＳＣ

１日
２月

○ 午前

３ 火 三者懇談会①（３年）

○

４ 水 三者懇談会②（３年）

○

５木

○

６ 金 避難訓練（不審者）

○

７土
８日

ココロの授業
１５日（金）に SC の石川先生に「ココロの
授業」をしていただきました。『ストレスとの上
手な付き合い方』、『自分と他人の違いを理解す
る』、『モチベーションの上げ方』などのお話を
していただきました。中学生は、様々な悩みを
抱える時期で、ストレスも多くあると思います
が、自分の力で乗り越えたり、人の助けを借り
ながら上手に解消していきましょう。

９ 月 校内研究授業（指導主事訪問） 校内研修

健康相談週間（～１３日）
１０ 火 職員会議
１１ 水 市内特別支援学級クリスマス会
１２ 木 義務教育指導監学校経営訪問

５ｈ ○
５ｈ ○
○
○
○

１３ 金
１４ 土
１５ 日
１６ 月

○

１７ 火 体力向上ボトムアップ事業講演会

○

１８ 水

会議 ○

１９ 木 年度末反省会議① 学期末大掃除

会議 ○
５h

２０ 金 ２学期終業式 年度末反省会議②

会議 ○
５h

２１ 土

冬季休業

２２ 日

体力向上ボトムアップ事業

２３ 月
２４ 火

１２月１７日（火）５・６時間目【予定】に
体力向上ボトムアップ事業で北海道教育大学岩
見沢校准教授の奥田知靖先生をお迎えして、講
演会を開催致します。「体力向上が子どもの心身
に与える影響について」という内容を中心にで
講演していただきます。
保護者の方、そして地域の皆様、興味のある
方はぜひ、お越し下さい。お待ちしております。

２５ 水 第３回岡萱 CS 委員会
２６ 木
２７ 金
２８ 土
２９ 日 年度末休業
３０ 月 年度末休業
３１ 火 年度末休業

早ね早おき朝ごはん ♪ 早ね早おき朝ごはん ♪ 早ね早おき朝ごはん ♪ 早ね早おき朝ごはん ♪

午前

交通安全講話・薬物乱用防止教室
１１月７日（木）に岩見沢警察署から２名の講師の方を迎え、
「交通安全講話」＆「薬物乱用防止教室」を行いました。
薬物乱用防止教室ではＤＶＤを視聴したあと、薬物の恐ろしさ
そして、たった１度の使用でも自分、そして自分の周りの人の人
生を狂わせてしまうというお話をしていただきました。あまり身
近に感じられないものですが、絶対に手を出してはいけないもの
という意識を改めて持つことができました。
薬物は「ダメ。ゼッタイ。」です。
交通安全講話では、これから冬を迎えるにあたり、みなさんに
気をつけてほしいこと（脳を活性化させるなど）や自転車での死
亡交通事故の事例などについてお話をしていただきました。また、
２０３０年、自動車の多くは自動運転となり、交通死亡事故「０」
の時代がくるというお話も聞くことができ、早くその時代がくれば・・・と思った人も多くいた
のではないかと思います。
しかし、まだまだ先の話でもありますので、まずはこの冬、交通安全に気をつけ登下校をして
ほしいと思います。

１１月８日（金）は１日参観日でした。保護者の皆様、ご来校、ありがとうございました。
２時間目は、札幌のダンススタジオから講師をお招きして、これまで体育の授業で４回（計８
時間）学習をしてきたヒップホップダンスを披露しましたが、練習の成果をしっかりと表現でき
た場となりました。
また、３・４時間目は山崎ワイナリーの山崎太地さんを講師としてお招きし、講演をしていた
だきました。現在のお仕事の内容や学生時代を振り返っていただきながら、三笠への思いや「未
来は勝手に来るけど 良い未来は努力をしないとこない」という熱いメッセージもいただきま
した。これまでの総合的な学習の時間【生き方】のまとめとして、人生の先輩である講師の方の
「生き方」に触れ、自らの夢や目標について深く考え、現在の生活や「生き方」を見つめ直す良
い機会になったと思います。ぜひ、これからの自身の進路に役立ててほしいものです。

朝読（あさどく）
・家読（うちどく）

読書は生きる力！本で心を豊かにしよう！

１０月２９日（火）に岡山小学校６年生と合同で資源回収を行いました。
今年度からコミュニティースクールの事業として行われることになり、当日は地域の方や保
護者の方々にもご協力を頂きながらの作業となりましたが、天気にも恵まれ、無事、終了するこ
とができました。
今年度も地域の方々にたくさんのご協力をいただき、大変感謝しております。今回の資源回収
で得た収益金１１．１００円は、萱野中学校生徒会と岡山小学校児童会の活動に使わせていただ
きます。本当にありがとうございました。
来年度も、同様の時期に実施いたしますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

～いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール《いじめ根絶部門》～

作品 『 見てないで

あなたのちからで

令和元年度「いじめ・ネットトラブル根絶！メッ
セージコンクール」で２年生の
さんの作品
が“中学生の部 奨励賞”に選ばれました。社会を
明るくする運動の標語に続く、２回目の作品入賞と
なりました。
おめでとうございます。
空知管内教育推進スローガン

とめられる 』

【階段に全員分のメッセージを掲示しています】

「 ふるさと空知を愛する人を 」

