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今年は例年よりも春の訪れが早く、この 5 月はすでに初夏を思わせるようなお天気の日も

多くありました。しかし、もうすぐ 6 月という昨今でも、まだ風が強く肌寒い日もあり、み

なさまには、寒暖の差で体調をくずさないようにお過ごしいただければと思います。 先日、

東京・横浜・鎌倉の２泊３日の行程（４月２６日(水)～２８日(金)）で修学旅行に行ってきま

した。幸いなことに天候にも恵まれ、自主研修や施設見学を通し、首都圏の歴史・文化に触

れ、見聞を深め、友達との交友を深めるなど、良い思い出作りができました。 

さて、いよいよ５月２６日(金)に陸上記録会を迎えます。連休明けより個人種目・団体種

目の練習を始め、 どの学年も熱心に取り組んできました。今年から、団体種目は全校縦割り

のチームに別れて勝敗を競います。学級の仲間はもとより、先輩と後輩がひとつになり、勝

利をめざして力を合わせる姿はすがすがしいものです。勝っても負けても、終わった後に生

徒たちの絆が深まり、頑張って良かったという充実感を味わってもらえればと思っています。

ぜひご来校いただき、子どもたちが一生懸命に競技に参加する姿に、熱い声援をいただけま

すようお願いいたします。 

また、７月４日(火)・５日(水)に開催される北空知中体連大会まで、あと１か月あまりとな

りました。特に３年生にとっては、２年以上頑張ってきた成果を発揮する大切な大会です。

精一杯練習に打ち込んで、日々の練習の成果が発揮でき、その結果として勝利を勝ち取って

ほしいと願っています。学級の仲間・部活の仲間･･･修学旅行に続き、仲間の絆なしには勝利

や成功を成し遂げられない大きな行事・大会が続きます。子どもたちのさらなる成長・健闘

を期待しています。 

 

〔陸上記録会の練習の様子〕 
 

絆 を 深 め て 

  

長縄跳び リレー 砲丸投げ 



 

 

 

【 日 程 】 

《 ４月２６日（水） 》 

６：１５ 出発式 

６：３０ 出発 

８：５０ 新千歳空港到着（写真①） 

１０：００ 新千歳空港出発（写真②） 

１１：４０ 羽田空港到着 

１２：４５ 国会議事堂・参議院見学（写真③） 

１４：４５ 浅草見学（写真④） 

（浅草寺・仲見世散策） 

１６：２５ 隅田川水上ライン 

１７：１５ 東京タワー見学 

１８：３０ 夕食・もんじゃ焼き（写真⑤） 

２０：３０ ホテル到着 

２２：３０ 就寝 

 

 

 

 

 

 

 

《 ４月２７日（木） 》 

９：００ ホテル出発 

１０：００ 鶴岡八幡宮（写真⑥） 

鎌倉市内自主研修（写真⑦） 

１５：００ ホテルへ移動（休憩時間） 

１７：００ 横浜ワールドポーターズ 

各自夕食 

１８：１５ 大桟橋見学（写真⑧） 

１９：３０ ホテル到着 

２２：３０ 就寝 

見聞を広め、学び、体験した修学旅行 
 

４月２６日（水）から２８日（金）にかけて東京・横浜・鎌倉方面に修学旅行に行ってきました。

３日間の中で、生徒たちは見聞を広め、集団行動を通して規律ある態度と協調性を高め、級友との

友情を育み、ひとまわり成長して帰ってきました。 

写真① 出発式の様子 写真② 新千歳空港にて 

写真④ 浅草寺にて 

写真③ 国会議事堂にて 

写真⑤ 夕食・もんじゃ焼きの様子 



《 ４月２８日（金） 》 

８：４５ 退館式 

９：００ オービィ横浜見学 

１１：００ 横浜中華街散策（写真⑨ ⑩） 

１１：３０ 昼食・大珍楼（写真⑪ ⑫） 

１３：１５ 羽田空港到着（写真⑬） 

１４：３０ 羽田空港出発 

１６：００ 新千歳空港到着 

１９：００ 北竜中学校到着・到着式（写真⑭） 

 

写真⑨ 横浜中華街にて 写真⑩ 横浜中華街にて 写真⑪ 昼食・大珍楼前にて 

写真⑬ 羽田空港にて 写真⑭ 到着式の様子 写真⑫ 昼食・大珍楼にて 

写真⑧ 大桟橋にて 

写真⑥ 鎌倉 鶴岡八幡宮にて 

写真⑦ 鎌倉にて 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

１日(木) 交通安全街頭指導 夏服開始 

ひまわり除草・間引き 

２日(金) 教育実習生離任式 

５日(月) 教育相談① 

７日(水) 教育相談② 

８日(木) 教育相談③ 

３年生講話「命と体の話」 

９日(金)  教育相談④ 

１４日(水)  ひまわり除草・間引き 

薬物乱用防止教室、全校給食 

第１回振興会サークル定例日（北中） 

１５日(木) 期末テスト（制服登校） 

１６日(金) 期末テスト（制服登校）  

１９日(月) 職員会議  

２０日(火) 開校記念日 

２１日(水) 「赤ちゃんふれあい教室」（3 学年） 

２３日(金) ３年生学力テスト（制服登校） 

１年生見学旅行（制服登校） 

２６日(月) 一斉委員会 

２８日(水)  ひまわり除草・シート敷き 

交通安全教室を開催しました! 
 5 月８日（月）、和駐在所長の富所さんを

講師にお迎えして、交通安全教室を行いまし

た。自転車に乗るときに心がけるべきことと

して、常に歩行者を優先することや、ちょっ

とした不注意や交通ルールの違反から大き

な事故につながることなど、安全な運転のた

めに注意してほしいことをお話していただ

き、生徒たちは交通安全への決意を新たにし

ました。 

 

  

 

○バレーボール部 
11月 12日(土)  第 3位 

北空知地区中学校バレーボール大会「協会長杯」 
〔予選 A ブロック〕 妹背牛・北竜 ２－０ 秩父別(勝利)  

〔決勝トーナメント〕 妹背牛・北竜 0－２ 深川(惜敗) 
○卓球部 
11 月 5日(土) 北空知新人卓球大会 

中学女子団体（リーグ戦）  １勝１敗 

 北竜・一巳中合同 ３－２ 沼田中学校 

  北竜・一巳中合同 ０－５ 深川中学校 

中学男子シングルス 

 １回戦 深瀬世乃 ３－０ 加納優樹（深川中） 

 ２回戦 深瀬世乃 ０－３ 稲田理久（一巳中）     

 中学女子シングルス 

 １回戦 岡嶋はづき ３－０ 瀧本穂乃花（沼田中） 
     高畑来未  １－３ 細川侑耶（深川中） 

         村井伽穂  ３－１ 山本有佳（深川中） 

  ２回戦  岡嶋はづき ０－３ 松山明花音（沼田中） 

          村井伽穂  ０－３ 境谷美憂（深川中） 

          干場智香  ３－０ 宮脇衣李（沼田中） 

３回戦  干場智香  １－３ 羽野愛加（深川中） 

○野球部  5月 13日(土) 

菅原剛太郎旗争奪中学校野球選手権大会（滝の川球場） 

1 回戦 北竜-滝川明苑 ６-０（勝利） 

2 回戦 北竜-深川   0-10（惜敗） 

○バレーボール部  5月 20日(土) 

  春季大会（雨竜中学校） 

〔予選 A ブロック〕 

北竜・妹背牛 ０－２ 秩父別(惜敗) 

北竜・妹背牛 ０－２ 深 川(惜敗) 

 

北竜・妹背 0－２ 深 川(惜敗) 

家庭訪問へのご協力ありがとうございました 
５月９日(火)～１２日(金)の期間で４日

間、家庭訪問を実施いたしました。（３学

年は二者懇談を実施） 

保護者の皆様には、大変お忙しい中ご都

合をつけていただき、厚く感謝申し上げま

す。家庭訪問でいただいたご意見等につき

ましては、集約し生徒の教育活動が充実す

るように役立てて参ります。今後も、ご家

庭でご心配な点等がありましたら、遠慮な

く、ご連絡をいただければ幸いです。 

花壇を整備しました！ 
５月１７日（水）に各学級が管理する花壇へ、

花苗を移植しました。生徒たちは色合いや配置

のバランスを話し合いながら花を並べ、茎が折

れたり、根がちぎれたりしないように、丁寧に

ひとつずつ植えつけていきました。作業は放課

後の時間に行い、協力し合いながら手際よく、

わずかな時間で完了しました。これから秋ま

で、学級ごとに水やりや雑草取りなどの世話を

していきます。

 


