
 

  

 

 

 

 

令和２年６月３０日発行 第３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 

                            校長 伊 藤 孝 一     

❶下の９つの言葉から、あるものを連想しましょう。何だと思いますか？ 

・センスが良くなる・恋人ができる・ストレス解消・病気の予防・極め人になる 

・発想力が向上・脳が活性化・会話力が向上・文章力が向上 

❷「～習慣」といって思い浮かぶのは？ 

❸ 「愛〇〇」「〇〇マラソン」「〇〇家」「〇〇週間」「〇〇会」 

令和元年度 全国学力・学習状況調査によると、本道中学３年生の学校の授業時間以外で

の一日の「読書」をする時間（普段、月～金）は、 

①  １時間以上で １３．２％   ② ３０分～１時間以内で １４．９％ 

②   ３０分以内で ３７．９％  ④ 全くしないが     ３３．８％ 

でした。この傾向は、全国とほぼ同じでした。（※全くしないが３人に１人の割合。読書に興

味がないのか、他にやることがあって忙しくてできないのか？？？） 

 北海道教育委員会では、子どもの読書習慣は、日常の生活を通して形成されるものである

ことから、家庭での読書活動を習慣化することが大切とし、次の３点について呼びかけてい

ます。「家読のすすめ」→コミュニケーションづくりとして、 

① 時間や曜日を決め、テレビやゲームから離れて、家族全員で読書を 

する日を設けてみてはいかがでしょうか。 

② 親が読書する姿を見せたり、親の読みかけの本を子どもが目したりす

るなど、読書を楽しむ雰囲気を作ってみませんか。 

③ 工作や料理、動物の本などを通して、実際に作ったり、見たりする 

体験を交えて読書への興味・関心を高めてみませんか。 

 読書をすると、漢字に強くなる。知恵が増える。考える力がつく。想像力が鍛えられる。興

味関心に幅が広がる。などいいことだらけと言います。それ以外にも、最初の表に戻ると、 

・ストレス解消→音楽や散歩、コーヒーを飲むよりストレス軽減の効果がある。 

・恋人ができる→本についての感想や意見を話すうちに意気投合。距離がぐんと縮まる。 

・病気の予防→アルツハイマーの予防や、うつ病にもリラックスさせる効果がある。 

・極め人になる→その道を極めた人には、本を読んで勉強した人が多い。本さえあれば。 

・センスがよい→服や料理など、写真やイラストが多い本でイメージや選ぶ視点を磨く。 

 

これからは、「時間の目安を決めて、子どもの生活のリズムを整える」ことが大切になって

きます。学習習慣・生活習慣の定着はもちろん、読書習慣もポイントとなる一つではないかと

思います。子どもたちが「夢や目標」を実現し、将来自立して生きていくためにも、今やるべ

きものは、「読書」なのかもしれません。 

 

◇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 



三笠中学校 いじめ防止基本方針 

三笠市立三笠中学校（以下，本校とする）は，「いじめ防止対策推進法」に基づき，いじめ防止等のため

の対策に関する基本的な方針を以下のとおり定めております。いじめを撲滅し、誰もが安全で安心して

過ごせる学校をご家庭や地域の皆様とともに目指しますので、どうぞよろしくお願い致します。 

７月に「いじめアンケート」を行います。状況等については、後日学校だより等でお知らせいたします。 

 

１、基本的な考え方 

 (1) 本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り

組むことができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。 

 (2) 本校職員は、いじめがいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であること

を、生徒に十分理解できるようにする。 

 (3) 本校職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、保

護者、地域住民、家庭その他の関係機関と連携し、速やかに組織的に対応し、いじめ問題を克服

することを目指す。 

 (4) 「いじめはどの学級でも、どの生徒にも起こりうる」という認識をもち、いじめられている生徒

の立場に立つとともに、いじめる生徒には毅然とした対応と粘り強い指導を行い「いじめを許さ

ない学校」をつくる。 

 

２、校内組織 

 本校は「生徒指導委員会」のなかにおいて、いじめの未然防止、早期発見 

及び早期対応、解消を、組織的かつ実効的に行う。 

 【構成員】 

 (1) 学年生活係、養護教諭、教頭（必要に応じて、該当担任、スクールカウンセラー、関係団体） 

 (2) 役割 

  ①基本方針に基づく取組の実施、年間計画の作成・実行・検証・改善（ＰＤＣＡ） 

  ②いじめに関する情報等の収集と記録、共有 

  ③関係生徒への事実確認、指導や支援体制・対応方針の決定等、組織的な実施 

 

３、基本的施策・いじめの防止等に関する措置 

 (1) 本校の基本的施策は、①規範意識の向上、②早期発見のための措置、③相談体制の整備とする。 

 (2) いじめ防止に対する措置は、①いじめの事実確認、②いじめを受けた生徒又はその保護者に対す

る支援、③いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言とする。 

 (3) 必要に応じて市教育委員会、空知教育局、道教育委員会、警察と連携して重大事態にあたる。 

 

４、いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策 

 別資料のとおり、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導と具体的取組を行

う。 

 

５、重大事態への対処 

 以下の重大事態が発生した場合は、速やかに市教育委員会に報告するとともに調査組織を設け、公立

性・中立性の観点から事実関係を明確にするための調査を行う。 

 (1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

 (2) いじめにより生徒が相当の期間（一定期間連続して欠席している場合などは、迅速に対処）学校

を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

 

 

【別資料１】いじめの未然防止・早期発見・早期対応等に関する具体的方策 

１、いじめの未然防止 

 いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、以下の２つ点について留意する。 

 ○ 居場所づくり： 安心感をもたせ、いじめが起こりにくい学校風土をつくる。 

 ○ 絆づくり  ： 人と関わることの喜びを感じさせ、自己有用感を高める。 



  (1) 「わかる」「楽しい」授業づくりと「信頼関係」のある望ましい集団づくりに努める。 

  (2) コミュニケーション能力と規律正しい態度を育成する。 

  (3) 道徳教育と人権教育を充実させる。 

  (4) 生徒がいじめについて主体的に考え、防止に向けた取組を実践する特別活動の機会を設   

ける。 

 【具体的な方策】 

  (1) 道徳や学級活動の時間にいじめを題材として取り上げ、思いやりや生命・人権を生徒自   

身の問題としてとらえられる等の指導 

  (2) 学校における学校生活並びにいじめアンケート実施と集計、結果の伝達 

  (3) 全校集会など校長講話におけるいじめの問題や人権尊重についての取り上げ 

  (4) 教職員は「人権感覚・未然防止のためのチェックリスト」を用いて自らの見直し 

  (5) 情報教育におけるいじめの危険性や適切な使い方の指導 

 

２、いじめの早期発見 

  (1) つく指導における日常的な生徒観察や生徒との交流の実施 

  (2) 定期的なアンケート調査や個別の面談 

  (3) スクールカウンセラー、保健室、相談室、電話相談等の利用の促し 

  (4) いじめ問題に対する取組を家庭や地域へ周知し、いじめ発見への協力、連絡を呼びかけ 

 【具体的な方策】 

  (1) いじめ、悩みアンケート調査を実施し、結果に応じて個別面談や事実確認、並びに指導の実施 

  (2) 11月の教育相談（三者面談）における学校生活や友人関係などの見取り 

 

３、いじめの早期対応 

 最初に認知した教職員 

  ↓ 必ず報告 

 生徒指導委員会→対応方針の決定、役割分担 

  ↓事実の究明 

 留意事項・食い違いがないか複数の教員での確認 

     ・保護者には直接顔を合わせ、誠意をもって説明する。 

  ↓支援、指導 

     ・被害者は保護者と相談の上、医療機関を受診させ、スクールカウンセラー等によ      

るカウンセリングを行う。解消したと思われる場合も面談や経過観察を行い自己肯定感を

回復するよう支援する。 

     ・周囲の生徒は関係者として事実を受け止めさせ、いじめを許さない集団となる強      

い意志を育てる。 

     ・加害者は今後の行動の仕方を考えさせ、適切な時期に被害者に謝罪させる。経過      

観察を行う。 

 

４、保護者、地域との連携 

  ・子どもとできるだけ多く会話し、努力を認めたり気持ちを受け止めたりしてもらう。 

  ・学校配布物による状況把握や、授業参観や学校行事等へ積極的に参加してもらう。 

  ・いじめと疑われる行為や情報を掌握したら、学校(2-2066)へ速やかに情報提供してもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の体力を知り、向上させましょう！ 
 毎年、体育の授業で全学年を対象に実施している体力テストが行われています。筋力や柔軟性、

持久力などを測定します。昨年実施した自分の結果や全国や全道の平均と比較しながら自分の体力

の状況を理解し、今後の体力向上に生かしていってほしいです。 

 写真は、柔軟性を測る長座体前屈（左）と全身持久力を測る２０ｍシャト 

ルラン（右）の様子です。シャトルランでは、３年生の 

猿田さんと南原さんが 125 回という見事な記録を残し 

ました。素晴らしい！１年生も 100 回を超える生徒も 

いて驚きました。 

自分の体力について理解し、今後も体力向上を目指し 

て今後も積極的に体を動かしましょう。 
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日 曜 行   事 

1 水  

2 木  

3 金 部門・学年会議 

4 土  

5 日  

6 月  

7 火 前期中間テスト範囲表配布 

8 水  

9 木  

10 金  

11 土  

12 日  

13 月 小中一貫合同部会 

14 火  

15 水  

16 木  

17 金 英語検定 

18 土  

19 日 テスト前部活動中止 

20 月 テスト前部活動中止 

21 火 テスト前部活動中止 

22 水 前期中間テスト、職員会議 

23 木 海の日 

24 金 スポーツの日 

25 土  

26 日  

27 月  

28 火 清掃強調日 

29 水 清掃強調日 

30 木 清掃強調日 

31 金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

                                                        
 

 

 

 

 

 

学力テスト終了、次のテストは… 
 当初４月に実施予定だった学力テストが５日（金）に

行われました。この学力テストは、昨年度までに学習し

た範囲の内容で、基礎学力がどの程度定着しているのか

判断するのに大切なテストでした。 

すでにテストは返却されていますが、できなかった問

題について、見直しをしっかりと行って定着を図りまし

ょう（これが何より重要です）。 

さて、次のテストは７月 22 日（水）に行われる前期

中間テストです。１年生にとっては、初めての定期テス

トになります。７月７日（火）にテスト範囲が配布され

ます。今までの授業で培った知識の定着を目指し、家庭

学習や朝学習、放課後の時間を有効に使って自分の納得

いく状況でテスト当日を迎えましょう。 

７ 

読解力向上を目指して！前川先生着任 
 三笠市の「読解力向上サポート事業」により時間講師

の前川先生が８日に着任しました。通常は、午後からの

授業に入ったり、木曜日と金曜日は放課後学習で国語を

中心に指導をしてくれたりしています。 

 前川先生は、長年家庭教師を経験してきており、３年

前から岩見沢市で塾を経営していて、指導力が高い先生

です。 

 放課後学習には、早速数人の生徒が「前川塾」に参加

し、「楽しかった」との感想が聞こえてきました。過去

の試験結果などから三笠中学校は「文章問題」や「思考

を問う問題」に弱い傾向にあることが分かっています。

ぜひ、授業や放課後学習で前川先生にも積極的に質問

し、読解力を向上させていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

  ＴＴ授業の様子      前川塾の様子 

学校再開１ヶ月 
 ６月１日から通常の学校再開となり、1ヶ月が過ぎま

した。まだまだ、新型コロナウイルス感染については油

断できる状況になっておらず落ち着かない日々ですが、

子どもたちが勉強したり、部活動に取り組んだり、休み

時間には笑い声が聞こえたりと本来の学校の姿に戻りつ

つあり、嬉しい気持ちです。この通常の学校生活がずっ

と続き、安心して生活できる日が来ることを祈ります。 

 今後も感染防止対策にご協力をお願い致します。 

7月 17日は「北海道みんなの日」 

（道みんの日） 
 北海道のこれまでの歴史や文化、風土に

ついて理解と関心を深め、北海道の価値を

改めて認識し、道民であることを誇りに思

う心を育むことにより、道民が一体となっ

てより豊かな北海道を築いていくことを期

すこと等を目的に平成２９年にこの日が設

けられました。 

 松浦武四郎が明治政府に「北加伊道」と

いう名称を提案した日（7 月 17 日）にち

なんで制定されました。 

 この日をきっかけに北海道及び三笠市の

良さを再発見してみませんか？ 

夏休み期間が変わります 
臨時休校が長期にわたった影響を受け、夏

休みは下記のとおりとなります。 

８月８日（土）～８月１６日（日） 
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