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校内陸上記録会 

 

今年度の校内陸上記録会は、晴天の中（若干風強し）、５月２７日（金）に、

来賓・保護者・地域の皆様のご声援の中、練習の成果を発揮し、各自が目標を達

成し終了することができました。 

生徒たちは、自己の体力と記録への挑戦、学級の団結力を高めるために、体育

の授業や放課後を利用しながら個人・団体種目の練習をしてきました。個人種目

では、一人一人が自己の記録の更新を目指して、力一杯の頑張りを見せてくれま

した。団体種目の「長縄跳び」では、３年生が 2回合計 181回を跳び、圧倒的

な団結力を見せつけてくれました。陸上記録会を迎えるために準備をしてきた生

徒会や各係の生徒の皆さんは、ひとつの行事を成し遂げたという満足感を味わえ

たと思います。この力を今後の学校生活の中で活かしてくれることを期待してい

ます。 

また、来賓の方々や保護者・地域の皆様におかれましては心温まる応援、そし

て PTA競技へのご参加ありがとうございました。今後とも本校の教育活動への

ご協力とご支援の程よろしくお願いします。 

 

 

 

 

  



 

※学年 1位のみ掲載 

種 目 １年生 2年生 3年生 

女子 100m 数馬 京乃 金山 莉緒 渡辺 美夢 

男子 100m 堂前 健斗 大島 英幸 澤田 真斗 

女子 200m 村本 汀唯菜 金山 莉緒 渡辺 美夢 

男子 400m 本間 龍太 山森 太陽 藤信 亜里 

女子  800m 前田 琴羽 奥田 萌友 ※出場者なし 

男子 1500m 川田 悟史 大島 英幸 澤田 真斗 

女子走り高跳び 前田 琴羽 金山 莉緒 ※出場者なし 

男子走り高跳び 安達 大樹 富所 俊介 川本 太一 

女子砲丸投げ 村本 汀唯菜 干場 智香 加藤あかり 

男子砲丸投げ 堂前 健斗 山森 太陽 岡部 俊希 

女子走り幅跳び 数馬 京乃 奥田 萌友 渡辺 美夢 

男子走り幅跳び 川田 悟史 藤井壽太郎 澤田 真斗 

女子 400mリレー 3位 2位 1位 

男子 400mリレー 3位 2位 1位 

神経衰弱（生徒会種目） 2位 1位 3位 

長縄跳び（生徒会種目） 3位 2位 1位 

玉入れ（PTA種目） 3位 2位 1位 

総 合 ３位 2位 1位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  「世界のひまわり栽培活動」～順調に育っています～ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北竜中学校の伝統である｢世界のひまわり｣

栽培活動ですが、この取り組みも今年で 2７回

目になります。今年は雪解けが順調に進み、畑

への播種が 5 月２３日に無事終了、6 月１日

と 6 日には、除草・間引き作業を行いました。   

本活動は生徒の主体性を第一にした活動で

あり、校内ひまわり委員会(３年山森太陽委員

長)のリーダーシップの下、全校縦割り９班・

２７種類の栽培活動が行われています。生徒数

の減少で生徒の受け持ち区域も広くなり、保護

者の皆様の協力も大いに歓迎するところです。  

この取り組みの目的は｢皆が団結し、色々な

人との関わりを大切にして、北竜町の町興しに

貢献する｣ことにあります。本校の｢総合的な学

習の時間の核｣となる活動になっています。今

後も地域の皆様の期待に応えられるよう、より

一層内容の充実に努めて参りたいと思います。 

「世界のひまわり」栽培活動 

これからの予定 

６月２８日(水) 除草・間引き・シート敷き※ 

   １３日(水) ひまわりガイドオリエンテーション 

１５日(土) ひまわりの里オープン式 

（ひまわり委員長参加・吹奏楽部演奏） 

７月１１日(月) 除草・間引き・看板設置※    

１８日(火) ３学年職業体験 

１９日(水) ３学年職業体験 

      (観光センター出店ブースでの販売実習) 

   ２７日(木) ひまわりガイド 

２８日(金) ひまわりガイド 

８月２３日(水) 圃場等片付け 

 

※6/28（水）、7/11（月）の活動については、

保護者のみなさまもぜひお手伝い願います。 

空知中体連大会のお知らせ ７月４日（火）・５日（水）【予備日６日】 

３年生にとっては、最後の中体連です。保護者の皆様の熱い応援をよろしくお願いします。 

 【１日目の予定】※２日目については各部活より連絡があります。 

野    球 新十津川ふるさと球場 １回戦 ９：００ 対 滝川市立開西中学校 

 バレーボール 深川市総合体育館     予選Ｅグループ 第４試合、第６試合 

 卓    球 砂川市総合体育館     団体戦１０：００～、個人戦１３：００  

※吹奏楽部は、午前中練習の予定です。 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日(金) 交通安全街頭指導・朝会  

４日(月) スクールカウンセラー来校  

５日(水) 全空知中体連１日目 

６日(木) 全空知中体連２日目 

８日(金) 中体連報告会 

１１日(月) ひまわり（除草・間引き・看板） 

      スクールカウンセラー来校  

１３日(水) 職員会議 

１５日(金) 各委員会・第 1 回学校祭特別委員会 

PTA 球技大会・懇親会 

１６日(土) ひまわりの里オープン式 

１８日(月) 海の日 

１９日(火) 評議委員会 

２０日(水) 自由参観日 個人懇談 3 学年職業体験 

２１日(木) 自由参観日 個人懇談 3 学年職業体験 

２２日(金) １学期終業式 大掃除 

  吹奏楽部壮行会 

２３日(土) 夏季休業（8 月 16 日まで） 

学芸連吹奏楽発表会 

２７日(水) ひまわりガイド 

２８日(木) ひまわりガイド 

 

生徒数の減少で生徒の受け持ち区域も広

くなり、保護者の皆様のご協力に大変感謝し

ているところです。 

この取り組みの目的は｢皆が団結し、色々

な人との関わりを大切にして、北竜町の町お

こしに貢献する｣ことにあり、本校の｢総合 

的な学習の時間｣の核となる活動になって 

います。 

今後も地域の皆 

様の期待に応えら 

れるよう、より一 

層内容の充実に努 

めて参りたいと考 

えています。 

順調です！『世界のひまわり』栽培活動 

「世界のひまわり」栽培活動 

これからの予定 
７月１１日(月) 除草・間引き・看板設置※ 

   １３日(水) ひまわりガイドオリエンテーション 

１６日(土) ひまわりの里オープン式 

（ひまわり委員長参加・吹奏楽部演奏） 

   ２０日(水) ３学年職業体験 

２１日(木) ３学年職業体験 

      (観光センター出店ブースでの販売実習) 

   ２７日(水) ひまわりガイド 

２８日(木) ひまわりガイド 

８月２３日(火) 圃場等片付け 

※ 7／１１（月）の活動については、 

後日ご協力を依頼いたします。 

よろしくお願いします。 

北竜中学校の伝統である｢世界のひまわ

り｣栽培活動、この取り組みも今年で２６回

目になります。今年は雪解けも順調に進み、

畑への播種が５月１９日に無事終了、６月

６日には１回目の除草・間引きを行いまし

た。その後、発育の様子を見ながら２回目

の除草・間引きが 2１日に行われました。  

本活動は生徒の主体性を第一にした活動

であり、校内ひまわり委員会（3 年 

加藤あかり委員長）のリーダーシップの下、

全校縦割り１０班・３０種類の栽培活動が

行われています。 


