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校長 川 崎 秀 夫

保護者・地域の皆様におかれましては、輝かしい新年を迎えたことと思います。本年も

どうぞよろしくお願いいたします。

私たちの町、北竜町では、年末の降雪量とはうって変わり、今年に入り一気に例年並みに

近づく積雪となりました。まだまだ寒さが続きそうです。インフルエンザが管内でも流行の

兆しを見せています。お家でも十分予防に留意していただきたいと思います。そして、今年

が、皆様にとって健康で良い一年になることを願っています。

さて、今年も新しい年が始まりました。初詣に行き、一年の無事と幸福をお祈りしてきた

人もいるのではないでしょうか。３年生にとっては、自分の進路決定を目前に控えた大切な

時期であり、引き締まった気持ちで新しい年を迎えたことと思います。１・２年生にはぜひ

３年生がどのような気持ちで毎日の生活を送っているかを知ってほしいと思います。中学校

は３年間という短い期間です。２年生は１年後に、１年生は２年後に、それぞれ３年生と同

じ立場になります。１年間は瞬く間に過ぎてしまいます。何気ない１年を過ごすのではなく、

それぞれの学年で充実した１年を過ごし、確かな成長を遂げ、自分の将来の夢をかなえる力

を身に付けてほしいと思っています。

卒業・進級までの３ヶ月間は、自分自身を「飛躍」させるための

重要な時期となります。３年生は自分の進学先を決めるだけでなく、

進路先で一層飛躍するための力をつける期間、２年生は最上級生と

して学校をリードできる力をつける期間、１年生は４月に入学する

新入生の良きお手本となる力をつける期間です。言い換えると、こ

の期間は、自分を磨き、卒業後に夢や希望をもって「生き抜く力」

を身につける大切な期間となります。皆さんのこれまでの自分の学びを振り返り、達成可能

な目標をきちんと立てて下さい。そして、目標の達成に向けた具体策を立て、強い意志をも

ってそれを実行する期間として下さい。このような意識をもって、これからの３ヶ月の学校

生活をより有意義なものにしてほしいと思います。

今年の干支「亥（い）年」は、「次の年に向けてエネルギーやパワーを蓄える年」また「無

病息災の年」と言われています。これからの大いなる成長のために、知識を増やし（学習を

積み重ねる）、精神を育てる（心を磨く）等、内面の充実に心がけると良いそうです。皆さ

んにとって、今年が一歩一歩着実に成長する年になってくれることを願っています。

新年のスタート ～飛躍のための３ヶ月～

【「学びの習慣」を身につけるために】

よく、「「勉強しなさい」と言っても全く効果がない。どうしたら良いでしょうか。」という
お父さん・お母さんの話を聞きます。
「勉強しなさい」という声がけだけでは「勉強する子」にはなりません。学びで大切なことは

「主体的（自ら）に学習に取り組む」ことです。人は元々「一歩先に進みたい」「賢くなりたい」
という気持ちをもっています。「勉強しなさい」「〇〇はダメ」から“しかり方・励まし方の工
夫”をしてみてはどうでしょうか。親子の会話も広がると思います。



全全国体力・運動能力、運動習慣等調査の本校生徒の結果について

握力

（kg）

上体起こし

（回）

長座体前屈
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反復横とび

（点）

20m シャトル

ラン（回）

50m 走

（秒）

立ち幅とび

（ｃm）

ハンドボール

投げ（m）

体力合計点

（点）

全国平均 28.8 27.4 43.4 52.2 86.1 8.0 195.6 20.6 42.3

道平均値 29.9 26.8 41.9 51.0 81.2 8.2 195.6 20.5 41.3
本校平均 34.0 25.0 36.0 53.0 81.3 7.6 197.0 22.0 42.0

全国との差 5.2 -2.4 -7.4 0.8 -4.8 0.4 1.4 1.4 -0.3

全道との差 4.1 -1.8 -5.9 2 0.1 0.6 1.4 1.5 0.7
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ラン（回）
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立ち幅とび
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ハンドボール

投げ（m）

体力合計点

（点）

全国平均 23.9 23.7 46.2 47.4 59.9 8.8 170.3 13.0 50.6

道平均値 23.8 22.1 44.6 45.6 52.3 9.1 165.6 12.5 47.2
本校平均 22.2 26.5 43.7 50.2 71.8 8.7 186.8 17.2 56.3

全国との差 -1.7 2.8 -2.5 2.8 11.9 0.1 16.5 4.2 5.7

全道との差 -1.6 4.4 -0.9 4.6 19.5 0.4 21.2 4.7 9.1

【 生徒質問紙より 】

「保健体育授業で『できる』もしくは『わ

かる』ようになった」「保健体育の授業

は楽しい」と回答した生徒の割合は、男

女ともに全国平均を上回っていました。

保健体育の授業では、運動・スポーツが

苦手な生徒向けの取り組み、性別に応じ

た取り組みを行うとともに、保健体育の

授業で学習したことを振り返る活動を行

うなど、生徒たちの足りない部分を補え

るよう取り組んでいます。

【 実技の分析 】

体力合計点では男子が全国平均をわ

ずかに下回っています。各項目を比較す

ると、男子は握力や跳躍力で優れていま

すが全身の筋力や持久力、体の柔軟性に

欠ける面があります。女子は全般的に優

れていますが、握力や体の柔軟性に欠け

る面が見られます。

２学年を対象に、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施結果が届きましたので、状
況をお知らせ致します。この調査は体力や健康について、国や都道府県、市町村、学校など、
それぞれの立場で、施策や教育・指導等の向上・改善に資するものです。

今回の結果を今後の教育活動に生かすべく、教育内容の充実を図って参ります。保護者・
地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

中学 2 年女子

【体力・運動能力について】 ※太文字は全国・全道の平均値を上回った項目です。

中学 2 年男子



ウィンタースポーツに親しもう！～スキー学習が始まりました。
１月２４日（木）、１年生を皮切りに、今年もスキー学習が始ま

りました。本校では全学年でスキー学習を実施しており、各学
年２回の学習です。

最近は町にスキー場をもつ地域も少なくなり、遠くのスキー場

まで行かないとスキー学習ができないという話をよく聞きますが、

本校は北竜町営スキー場が、バスで５分という距離にあり、たい

へん恵まれた教育環境でスキー学習を実施させていただいていま

す。本校では恵まれた教育環境を生かし、これからもスキー学習

等を通して、雪に親しみ、北国をたくましく生きる子どもを育ん

で行きたいと思っています。

入学説明会を開催 ～中２と小６の交流授業体験をしました。

１月２４日（木）、真竜小６年生児童１３名と保護者をお迎えして入学説明会を行いました。

はじめに中学２年生との体育の交流授業体験を行い、バスケットボールの授業を体験し、春から

先輩となる中学生といっしょに楽しく基礎を学びました。その後、保護者のみなさんを交えて、

学校生活についての説明を行いました。校内や学校行事等のスライドを鑑賞しながら、中学校の

雰囲気を感じてもらえたかと思います。

冬 休 み 作 品 展 （書き初め）
冬休み作品展で入賞したみなさんの作品です。おめでとうございます。

〔１ 年 生〕 〔２ 年 生〕 〔３ 年 生〕
【最優秀】【優 秀】【佳 作】 【最優秀】【優 秀】【佳 作】 【最優秀】【優 秀】【佳 作】

岩倉あずさ 五十嵐真央 堂前 音娃 渡辺 隼人 山田 陽菜 瀧本 愛華 前田 琴羽 清原 菖 松本 茉耶



今年は全国的に大流行しており、空知管内

でもインフルエンザにかかる子どもたちが増

えています。罹患しないために、人混みを避

ける、マスクをする、外出先から帰ったら、

うがい・手洗いを家族全員が必ず行う等の予

防に努めてください。また、ひどい寒気や３

８℃を超える急な発熱が見られましたら、す

ぐに医療機関を受診する事や、

朝から発熱があった場合は無理

をしないで、静養させるようお

願いいたします。

部活動の大会結果
○バレーボール部
1 月 19・20 日(土/日) 準優勝！

深川地区ジュニアバレーボールキャンプ（第２次）

兼 北空知中学校バレーボール親善大会

北 竜 ２－０ 妹背牛 (勝利)

北 竜 ２－０ 沼 田 (勝利)

北 竜 １－２ 深 川 (惜敗)

北 竜 ２－０ 一 已 (勝利)

北 竜 ２－１ 栗 沢 (勝利)

○吹 奏 楽 部

1 月 12 日(土)

第 40 回空知地区管楽器個人・アンサンブルコンクール

【中学校アンサンブルの部】 銀賞受賞！

管楽 3 重奏「春のロンド」(福田洋介 作)

2 年 髙橋 美月 1 年 安達 楓・永井 唯

２月の行事予定
１日(金) 交通安全街頭指導

全学年学力テスト【制服着用】

４日(月) １年生スキー学習

５日(火) 職員会議（午前授業・給食有り）

６日(水) ２年生スキー学習

７日(木) ３年生スキー学習

１１日(月) 祝日 建国記念の日

１３日(水) 第３回 全校給食

１４日(木) 職員会議

私立高校入試 A 日程

１５日(金) 一斉委員会

１８日(月) 清掃強調週間（～２２日）

部活動中止期間（～２１日）

２０日(水) 生徒集会

２１日(木) 1･2 年生学年末テスト（～２２日）

【制服着用】

最近の降雪により国道ばかりでなく、どの

道も幅が狭くなり路肩には除雪された雪が

うず高くなってきて雪山となり、交差点での

見通しが大変悪いところもあります。道路の

横断の際は左右の確認をしっかりと行うこ

とが必要です。

また、屋根からの落雪事故や歩行中の転倒

事故も多い時期でもあり

ます。これらのことを十

分に気をつけるように、

ご家庭でもお話しくださ

るようお願いいたします。


