
  

 

 

 

 

 

令和２年２月２6 日発行 三笠市立三笠中学校学校だより 第１１号 校長：伊藤 孝一 文責教頭：加藤 敦 

        

             

 

            校長 伊藤 孝一 

        いよいよ３月に突入です。今年の冬は、降雪も少なく、連日厳しい寒さが続くと

いうわけでもなく、例年と比べると比較的過ごし良い冬だったかもしれません。と

はいえども、約半年にわたる北海道の長い冬を乗り切ることは大変なことでもあり

ます。また、インフルエンザやノロ、最近では新型のコロナウイルスも大流行し、

体調管理をする上では、心配な期間が続いております。十分気を付けて参りたいも

のです。 

そんな中ではありますが、これからは、厳しい冬も徐々に和らぎ始め、春に向けて季節は動き始めて

いくことでしょう。皆さんは、どのような周囲の変化で春を感じるでしょうか？ 

たとえば、「音」「光」「色」「風」は、どの順番で私たちの前を通り過ぎるでしょうか？個人的な

見解を述べると、４つの中でまず始めに感じるのは「光」ではないでしょうか。冬の太陽の光は、暖か

さに力強さがありません。その強さが増し、徐々に暖かさを経験すると「おっ、冬も終わり始めている

…」と感じるのではないでしょうか？次にくるのは「風」です。肌寒い北風から、何かとげとげしさが

なくなったやわらかい風に変化する瞬間私たちは春の雰囲気を感じとるのではないでしょうか？その

次には「音」です。これは、やわらかな光と肌に優しい風によって、雪もゆっく 

り溶け始めます。そうすると、歩いていても道路縁を流れるかすかな音さえも、 

何か心をワクワクさせる、そんな感覚にさせてくれます。そんな時季を通り過ぎ 

ると、草木が土や枝から芽を出し、新緑の季節を迎える「色」へと進むのだと思 

います。 

 結局、春の訪れというものは、「光の春」、「風の春」、「音の春」、そして 

「色の春」というサイクルを通して、私たちに感じさせてくれるのだと思います。 

 ※私はもう一つ、「春のにおい」というのも、感じたりもしますが・・・。 

  

さて、令和元年度も残すところ１か月となり、生徒たちは、一年間の学習のまとめ、進学や

進級の準備に入っています。同時に、職員も一年間を振り返り、次年度の準備に取り組んでい

ます。先日は、新年度入学予定の生徒と保護者を迎え、入学説明会を開催しました。説明会の

中では、お子様を学校に送り出す不安が少しでも解消されるよう、本校教育活動の概要、入学

準備（身に付けておきたいこと）、教材等についてお話ししていきました。また、第７３回卒

業証書授与式が３月１３日（金）に行われます。卒業式にむけた生徒たちの準備が始まってい

ます。特に３年生は、学校生活や家庭生活の中で、「中学校を卒業すること」、「高校生活へ

の希望と不安」を徐々に意識してきています。残りの中学校生活を大切に送り、良い思い出を

たくさん作ってほしいと思います。そして、２年生・１年生は、次年度の生徒会活動や行事等

の中心的役割を担うことになります。今年度の３年生をお手本に、三笠中学校のよき伝統を

しっかり引き継ぎ、活躍してほしいと思います。 

◇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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この経験を夏へ！ 北海道アンサンブルコンクール 
 １５日（土）に札幌市で行われた北海道アンサンブルコンクールに木管八重奏で吹奏楽部の１，２

年生が出場しました。 

 全道から出場権を獲得したグループの演奏はさすがに素晴らしいものがあ 

りました。本校の生徒も緊張の中ではあったと思いますが、練習の成果を存 

分に発揮した演奏を披露しました。 

結果は銅賞と悔しい思いもあったと思いますが、この経験を糧に夏のコン 

クールにいかして、全道金賞を目指して更に練習に励んでいってください。 

応援しています。 

いじめ・ネットトラブルをなくそう！！ 
「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」全道入賞作品より 

 毎年、応募の募集のある標語の全道の結果がきました。本校からの応募はありませんでしたが、全

道で最優秀を獲得した作品を掲載させていただきます。 

 これを読んで、改めていじめやネットトラブルが身近で起こらないために 

どのような心掛けが必要かを考えるきっかけにしてほしいです。 
≪いじめ根絶部門≫ 

〇そのいじめ 「遊びだった」じゃ すまされない 旭川春光小 ６年生 

〇大丈夫？ 「いじめ」と「遊び」の境界線    釧路共栄中 ２年生 

〇人と人 違うところの 認め合い        千歳高校  ２年生 

≪ネットトラブル根絶部門≫ 

〇ネットでも 画面の先には 人がいる      札幌藻岩小 ６年生 

〇考えて 直接言えるの？ その言葉       北斗上磯中 ２年生 

〇軽いノリ やって後悔 重い罪         羽幌高校  ２年生 

南空知の代表として！！ 

バスケ部１，２年生選抜選手に選出！ 

３月 28 日（土）～29日（日）に男子は苫小牧

市、女子は札幌市でそれぞれ開催される、北海道

Developmento Center Interconference(学年

別選抜大会)の選手に本校バスケ部５人（２年生

田村さん、１年生曽我さん、嶋さん、菅原さん、

橋本さん）が選出されました。 

 セレクションには、南空知から多くの選手が臨

み、その中から各学年男女１５人が選ばれまし

た。バスケットボールの技術はもちろん、バスケ

ットボールに向かう姿勢や日常の行動の仕方（挨

拶や礼儀）など多くのことが評価された結果だと

思います。とても誇らしいです。 

 これから選抜チームとしての練習も行われて本

番の大会に向かいます。ぜひ、技術の向上を図る

とともに他のチームと 

の交流から多くのこと 

を学んで人間的にも成 

長し、大会でも活躍し 

てきてほしいです。 

頑張ってください！！ 

北海道の代表として！！ 

野球部 荒井さん全国大会へ！ 

 昨年の１０月に全道から集まって行われたセ

レクションを見事通過し、２年生の荒井さんが

北海道選抜チームに入ることとなりました。 

 選抜チームは全道から集まった１８人で構成

され、これまで数回の練習を重ねてきていま

す。 

３月２０日・２１日には、千葉県で開催され

る全国中学生軟式野球大会に出場し、全国のト

ップを目指して戦ってくることになります。 

 ぜひ、全国大会でも活躍するとともに、他の

チームのメンバーとのチームワークも大切にし

ながら自分の実力や経験値を高めてきてほしい

です。 

そして、今大会で 

得た経験を自分のチ 

ームに活かしていっ 

てほしいです。期待 

しています。 

頑張ってください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全校ダンス発表会 
 体育科のダンス授業では、外部から講師を招き本格的な技術の指導を受けています。その成果を

２１日(金)に発表しました。キレのある動きや全体が一体となったダンスを披露し、見ている人た

ちも楽しい気分になったと思います。去年よりもハードなダンスでしたがみんな楽しげな表情で踊

れていたのが素晴らしかったです（写真は左から１年→ 

２年→３年の順です）。平日にもかかわらず多くの保護者 

の方に観に来ていただき、感謝申し上げます。 

三者懇談会ありがとうございました 

３日（月）～１０日（月）まで１，２

年生において三者懇談を行いました。お

忙しい中、時間を作っていただきありが

とうございました。 

懇談では、学校での様子や学習の状

況、家庭での様子、進路についてなどを

交流することができ、とても有意義な機

会となりました。 

今後も保護者の皆様と連携を強め、一

人一人のお子さんがより良く成長できる

よう教育活動を進めていきたいと思いま

す。 

相談事などがありましたら、いつでも

学校へ連絡をください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

１年間の活動に感謝申し上げます 

PTA全体会終了 

 ２０日（木）に第２回 PTA 全体会を行いました。こ

の１年間、学校環境整備作業や学校祭バザー、広報誌

「いなほ」の発行、教養講座、学年行事など、大原会長

をはじめ多くの皆さんに協力をいただき、無事に活動を

進めることができました。ありがとうございました。 

 特に８月に開催しました南空知 PTA 連合会子育て研

修会 兼 三笠市 PTA 連合会研究大会では、本当に多く

の方に協力いただき無事に終了することができました。 

 全体会では、反省も出されま 

したので、次年度が更によりよ 

い活動となるよう引き継いでま 

いります。今後もご協力どうぞ 

よろしくお願い致します。 

デート DVをなくそう！ 
 ３年生の道徳の授業に人権擁護委員の方を講師にお招きして「デート DV」について学習しまし

た。憲法で保障されている「人権」を守るために必要なことを中心に先生方や生徒もロールプレイを

する中で感じ取ることができたのではないでしょうか。DV には、「身体的」「精神的」「性的」「経済

的」な苦痛を与えることがあること、また、交際をしていくうえで大切な３つのことについて教えて

いただきました。 

今後もパートナーとよりよい関係を築ける人に成長していってください。 

＜対等で平等な関係を築くために＞ 

①暴力は認めない・暴力に正当化はあり得ない 

②自分のことを大切に 

③相手のことも大切に 

新型コロナウイルスに関わって 
 毎日報道されている新型コロナウイルスでは、道内でも感染者が確認され不安を抱いている方もいらっ

しゃるかと思います。 

 三笠市も人が多く集まるイベントについては延期や中止を行う動きが出てきております。学校としても

卒業式や５月に予定している修学旅行や宿泊研修について、現段階では予定通り実施の方向で進めており

ますが、今後の状況を注視しつつ実施の可否や実施方法について検討していきたいと考えております。変

更などの状況が起こった際には随時連絡をさせていただきますので、ご理解・ご協力いただきますようお

願いいたします（修学旅行については４月当初には最終判断をする予定です）。 

 まずは、感染の拡大がこれ以上起こらないことを祈りつつ、各自ができる感染防止策（手洗いの徹底や

不要不急の外出をしないなど）を講じていきましょう。 

ロールプレイ

の様子 



 
 

 

 

 

 

日 曜 行  事 

◆ ３ 月 ◆ 

1 日 三笠高校卒業式 

２ 月  

３ 火 公立高校受検場下見 

４ 水 公立高校学力検査、定時制面接 

５ 木 公立高校全日制面接 

６ 金  

７ 土  

８ 日  

９ 月  

10 火 3 年生を送る会 

11 水  

12 木 同窓会入会式、卒業式総練習 
スクールカウンセラー来校日 

13 金 第７３回卒業証書授与式 

14 土  

15 日  

16 月 職員会議 

17 火 公立高校合格発表 

18 水  

19 木 
１年薬物乱用防止教室 
三笠小学校卒業式 

20 金 春分の日 

21 土  

22 日  

23 月 強化清掃 

24 火 修了式・離任式 

25 水 春季休業(～４/６) 

◆ 4 月 ◆～予定 

７ 
 

火 着任式、始業式、入学式 
８ 水 対面式・ワーク販売 

９ 木  

10 金 学力テスト(全学年)、職員会議 

11 土  

12 日  

13 月  

14 火  

15 水  

16 木 3 年全国学力・学習状況調査 

17 金 
 

 

18 土  

19 日  

20 月 参観日・懇談会・PTA 総会 

21 火 振興会総会・部会 

22 水 
 

家庭訪問(1，2 年) 

23 木 家庭訪問(1，2 年) 

24 金 標準学力検査、家庭訪問（1,2 年） 

25 土  

26 日  

27 月 家庭訪問(1，2 年) 

28 火 家庭訪問(1，2 年) 

29 水 昭和の日 
 30 木 家庭訪問(1 年) 

 

別れがあれば出会いもある 
新入生「入学説明会」開催 

 １３日（木）に来年度の入学生３８人の児童と保

護者を対象にした入学説明会を開催しました。学校

からは学習や生活、部活動、経費についての説明、

教育委員会から給食費や遠距離通学、コミュニテ

ィ・スクールについての説明、岩見沢警察署からは

スマホ等の使用におけるフィルタリング設定や家庭

での約束事の大切さついて保護者を対象にお話いた

だきました。 

 ４月７日(火)に入学式が行われ、新しい仲間を迎

え新年度をスタートさせることになります。夢をも

って入学してきてほしいですね。３年生が卒業を迎

え寂しい気持ちが大きいですが、在校生は、新１年

生を温かく迎え入れる準備をしていきましょう。 

人事を尽くして天命を待つ！ 

 明後日からいよいよ３月。公立高校の学力検査・面

接は４日（火）・５日（水）となります。 

 ここまで受検に向けて積み上げてきた学習や面接練

習の成果を十分に発揮して合格を勝ち取りましょう。 

この週末は、学習の最終確認とともにリラックスす

る時間を確保して落ち着いて本番に臨めるよう過ごし

てください。何よりも大切なのは、 

体調面です。食事と睡眠をしっかり 

とって万全にしてほしいと思います。 

みんなが希望する高校に進めるよ 

う祈って、応援しています！ 

受検が終わると・・・卒業間近・・・ 

 ３年生にとっては、あわただしい毎日が続いていま

すが、受検が終わると、次の週には卒業式…。お祝い

の式ではありますが寂しい気持ちがあふれてきます。 

 残りの中学校生活は少ないですが、友達とのよき思

い出づくりと最上級生らしくすばらしい姿を最後まで

後輩に見せていって欲しいです。 

 ４５人の卒業生にとって思い出に残る素晴らしい卒

業式になりますように。 

 第７３回卒業証書授与式 

 日時：３月１３日（金） ９：２５～ 

 場所：三笠中学校 体育館 

３・４ 
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