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今年度の校内陸上記録会は、晴天の中、５月２６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。 

保護者・地域・関係機関の皆様におかれましては、生徒が一生懸命に活動する姿にたくさ

んの励ましのお言葉や拍手をいただき、ありがとうございました。 

今年は、新しい取組として、これまでの学年対抗ではなく、

全校生徒が縦割りのチームに分かれての対戦となりました。生

徒たちは、自己の体力と記録への挑戦や、チームの団結力を高

めるために、体育の授業や休み時間を利用しながら個人・団体

種目の練習をしてきました。団体種目では、チームの作戦が大

きく勝敗を左右する「長縄跳び」や、見ている方も楽しい「GKC

リレー（生徒会種目）」など、大変な盛り上がりをみせました。

特に素晴らしかったことは、生徒たちの陸上記録会に参加する姿勢です。各レーンでの選手

紹介では他のレーンの選手全員が拍手をし、応援席からも、種目終了や、良いプレーに拍手

がおこる。また、呼名されたときには、大きな声で返事をして、手が真っ直ぐに上がってい

るなど、そのひとつがひとつの行動に、すがすがしいものを感じました。このような姿勢は、

ぜひ北竜中学校の伝統にしていってほしいと思います。また、この陸上記録会を開催するた

めに生徒会をはじめ、各委員会や係が、放課後の時間を使い、時間をかけて工夫しながら準

備を進めてきました。頑張ってきた生徒の一人一人が、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。これから、この力を学校生活の中で活かしてくれることを期待

しています。そして、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

週間あまりに迫りました。残りわずかな期間ですが、一生懸命に練習に打ち込み、大会当日

には持てる力の全てを発揮して、勝利をつかんでほしいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご声援ありがとうございました！ 

 

「第７１回 陸上記録会」 ～晴天の中開催しました！～  【５月２６日（金）】

 



 

※個人種目については学年 1位のみ掲載、※印は総合 1位 

種 目 １年生 2年生 3年生 

女子 100m 加藤さゆり 数馬 京乃※ 金山 莉緒 

男子 100m 中村 友哉 堂前 健斗 大島 英幸※ 

女子 200m 加藤さゆり 数馬 京乃※ 奥田 萌友 

男子 400m 渡辺 隼人 川田 悟史※ 藤井壽太郎 

女子  800m 吉田 夏海 清原 菖 金山 莉緒※ 

男子 1500m 中村 友哉 安達 大樹 大島 英幸※ 

女子走り高跳び 瀧本 愛華 数馬 京乃※ 金山 莉緒 

男子走り高跳び 中村 友哉 安達 大樹 富所 俊介※ 

女子砲丸投げ 吉田 夏海 橋本そあら 干場 智香※ 

男子砲丸投げ 森島 太雅 本間 龍太 山森 太陽※ 

女子走り幅跳び 加藤さゆり 数馬 京乃 奥田 萌友※ 

男子走り幅跳び 渡辺 隼人 川田 悟史 大島 英幸※ 

混合 400m リレー 1 位 白 A チーム 2位 赤Ｂチーム 3位 赤 A チーム  4位 白Ｂチーム 

ＧＫＣリレー（生徒会種目） 1位 赤組   2位 白組 

長縄跳び（生徒会種目） 1位 赤組   2位 白組 

玉入れ（PTA 種目） 1位 白組   2位 赤組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  「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。 

北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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

３日(月) 交通安全街頭指導、中体連壮行会、スクールカウンセラー来校日 

４日(火)～５日(水) 北空知中体連大会１日目 

６日(木) ひまわり委員会、モップ交換 

１０日(月)  スクールカウンセラー来校日 

１１日(火)～12日(水) 全空知中体連大会 

１３日(木) ひまわりガイドオリエンテーション 

職員会議 

１４日(金) 中体連報告会・吹奏楽部壮行会 

北竜町ジャンボ人波運動、ＰＴＡ球技大会・懇親会 

１５日(土) ひまわりの里オープン式 

１７日(月) 海の日  

１８日(火)～１９日(水) 

 自由参観日・個人懇談・３年生職業体験 

２０日(木) ひまわり除草・間引き、看板一斉委員会 

学校祭特別委員会、学校評議委員会 

２２日(土) 学芸連吹奏楽発表会 

２６日(水) １学期終業式・大掃除 

 

２７日(木)～28日(金) ひまわりガイド 

 

  

 

○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  ６月３日(土) 
６月３日(土)菅北空知中学校野球大会（倉本新聞杯）（北竜球場） 

1 回戦 北竜-一已 ０-３（惜敗） 
６月 10日(土)全日本少年北空知支部予選（芦別球場） 

1 回戦 北竜-江陵・新十津川 ４-７（延長 8 回惜敗） 
 
○バレーボール部  6 月 10日(土) 
  深川市長杯（深川市総合体育館）  第 3位 

〔予選Ｂブロック〕北竜・妹背牛 ２－１ 沼 田(勝利) 
〔決 勝〕北竜・妹背牛 １－２ 雨 竜(惜敗) 

 
○卓球部  ６月 10日(日) 
  会長杯（深川市総合体育館）  

〔個人戦シングルス〕 
森島朝斗  ２回戦進出 
岡嶋はづき ３回戦進出  
高畑来未  2 回戦進出  

〔個人戦ダブルス〕 
深瀬・森島 ３回戦進出 
干場・村井 ２回戦進出 

自由参観日へのご案内 
７月 18日（火）・19日（水）は、１時

間目から６時間目まで（８：４０～１５：
１０）授業を公開しております。地域の皆
様にもご来校いただき、生徒が学習をして
いる様子をぜひご覧いただきたいと思い
ます。なお両日とも、３年生は昼食時に観
光センターで職業体験をしておりますの
で、観光センターで昼食をとっていただけ
れば、子どもたちの励みにもなるかと思い
ます。よろしくお願いいたします。
 

「薬物乱用防止教室」を行いました！ 
6 月１４日（水）、深川警察署生活安全課

の郷 友希さんを講師としてお迎えして、全

校生徒を対象に「薬物乱用防止教室」を開催

しました。郷さんのこれまでの経験に基づい

て、実際に見てきた薬物乱用者による悲惨な

事件や事故などを、具体的な事例をあげなが

らお話をいただきました。生徒たちは、驚き

ながらも真剣に聞き入り、薬物の恐ろしさは

決して別世界のことではなく、自分も他人も

不幸に陥れる薬物には絶対に手を出さない、

出させないという強い気持ちが必要なこと

を学びました。 

 

「心とからだの話」～3年生～ 
 6月８日（木）、３年生の道徳の授業で、

深川市立病院の助産師として活躍されて

いる、佐藤亜也子さんにご来校いただき、

22日に行われる「赤ちゃんふれあい教室

に先立ち、命とからだの学習を行いまし

た。命の誕生にかかわる、男女の役割や、

出産までの胎児の成長の様子など、多くの

教材を準備していただき、とてもわかりや

すい講話でした。特に生徒達全員に「あな

たたちが生まれた瞬間は、すべての周りの

人たちが、心から祝福してくれたのです

よ！」という言葉がとても印象的でした。 


