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猛暑続きの８月上旬までとはガラリと変わり、後半は気温もあまり上昇せず、比較的過ごしや

すい夏休みとなりました。これからは日暮れも早まり、より涼しく本格的な秋へと向かいます。

実りの秋は、おいしい“ひまわりライス”や山の幸が楽しみです。 

夏休みの間、子どもたちに大きな事故や怪我もなく、元気そうな姿を見ることができて、とて

もうれしく思います。夏休みに入ってまもなく”ひまわりガイド”があり、子どもたち各々が観

光で来られた方々に自信を持って熱心に説明している姿が印象的でした。この体験は、子どもた

ちの大きな自信に繋がるだけでなく、“ふるさと北竜町”を見つめ直す契機になったことと思い

ます。今年新たな試みとして、吹奏楽部による永楽園への訪問演奏会を行いました。施設の方々

のご配慮もあり、子どもたちにとって貴重な経験をさせていただきました。学校では３年生学習

会や部活動、各種大会などにも積極的に取り組みました。また、北竜町の中学生短期語学留学助

成事業により３年生の川田悟史君が１５日間の日程でカナダに短期留学しました。生徒各々がこ

の夏に経験したこと、努力して成果につながったことは、貴重な体験・経験として今後の充実し

た生活に役立っていくことと思います。 

 

８月２１日から２学期がはじまりました。これから涼し

く過ごしやすい気候になりますが、急に寒くなる季節でも

あります。子どもたちには、健康管理等に十分留意して、 

１．計画的な家庭学習による学力の向上 

２．個々の目標を設定した部活動の充実 

３．行事等を通したコミュニケーション能力の向上 

に努めてほしいと思います。私は“「成長」とは、様々な「挑戦」から得られるもの”と考えて

います。部活動の各種大会、宿泊学習（２年）や社会見学（１年）、高校体験入学（３年）、学

力テスト、そして学校祭等、新たな「挑戦」が続きます。心と頭と体を鍛え、努力や経験からし

っかり吸収し、「成長」につなげて欲しいと思います。 

 

最後になりますが、９月８日（土）北竜中学校学校祭が開催されます。合唱をはじめ、舞台発

表、作品制作等、全校生徒が一心に準備しています。当日は、生徒一人一人の思いが感動や勇気

となると確信しています。保護者・地域の皆様方には、ぜひご来校いただき、子どもたちが光り

輝く姿をどうかご覧いただき、温かいご声援を賜りますようお願い致します。 

 

  

ひまわり反省会での発表の様子 

「挑戦」そして「成長」



 

 

 

 

ひまわりまつり期間中の７月３０日（月）、３１日（火）に、

世界のひまわりコーナーでひまわりガイドを行いました。全

校生徒が４班に分かれて、各班が１時間ずつガイドをしまし

た。事前にガイドの練習をしていますが、１年生は初めての

経験です。はじめはおずおずとした様子でしたが、２・３年

生の説明の様子に学びながら、だんだんと上手になっていき

ました。ガイドのマニュアルを読むだけの説明ではなく、観

光に来られた方の都合にあわせて、短くポイントを絞った説

明など、臨機応変に対応することもできました。 

今年もたくさんの観光客のみなさんが見えられ、２日間でい

ただいた感想は４６枚になりました。また、毎年ひまわりを見

に来てくださる方からは「今年もガイドがんばっていますね。」

とおほめの言葉をいただきました。   

総合的な学習の時間「ひまわり」の取り組みは、８月２２日

に観光センターの片付け手伝いやのぼりの片付けを行い終了し

ました。畑おこし、種まき、間引き、草取りとたくさんの方々

にご協力をいただきましたことに心より感謝申し上げます。 

来年は今年よりもすばらしい花を咲かせるために、今年の反省を今後の活動に生かしていきた

いと考えています。 

 

【ガイドを受けて下さった方々の感想より】 
 

■素晴らしいガイドで、とても心に残りました。私たちも

学ぶところがあり、大変勉強になりました。共に年齢は違

うが、よい夏の思い出となりました。 

 

■全長や大きさなど勉強していてすごいなと思いました。

ガイドがなければ見なかったと思うので、いろいろなひま

わりの種類を知ることが出来てよかったです。 

 

■黄色のひまわりしか、見たことがなかったから、こんな

にいろいろな色があるのに驚きました。 

 

■わかりやすい説明で、ひまわりに対する知識を深めるこ

とができた。北竜町のアピールにも十分貢献しているの

ではないか。 

 

■ひまわり畑に来て、中学生のガイドがあり、とてもラッ

キーでした。種から育てて、ひまわりに対する愛情が、感

じられました。とてもよい取り組みで、生徒さんたちから

も、やりがいを感じました。 

今年も好評でした。ひまわりガイド ～７月３０日（月）、３１日（火） 



■元気をもらえました。ひまわりもきれいやったし、丁寧な説明

や呼びかけも中学生らしく引き込まれました。種もいただけてう

れしいです。「みんなで育ててる感」がすごく伝わってきました。 

 

■様々なひまわりがあり、見ていてとても楽しかったです。一つ

一つ、色や花の咲き方、大きさが違ったので、咲いた時の写真

が横に飾ってあり、咲いていなくても想像ができて良かったです。

暑い中ガイドしていただきありがとうございました。 

 

■初めてのひまわりの里見学で、美しいひまわりとおいしい昼

食、帰りに笑顔いっぱいの中学生当番の方のガイド、ありがと

うございました。いただいた種、来年我が家の庭に植えます。 

 

■Thank you for the tour. It was a very good tour for us. 

We enjoyed it very much. We could see your effort in 

welcoming all the visitors. My family enjoyed it. Please 

continue this activity every year. 

 

■色々な国のひまわりの特徴をわかりやすく説明してくれて、又、笑顔で接してくれ、楽しく「ひまわり」

を見て回れました。 

 

 

 

 

学校祭テーマ（平成３０年度 生徒会テーマ）  

爽快 ～小さな学校の大きな団結～ 

９月８日（土）に、今年度の生徒会テーマである「爽快～小さな学校の大きな団結～」のもと、

第 7２回学校祭を開催します。生徒たちはお客様を迎えるべく、本番に向けて校内の各所で一生

懸命作業や練習に取り組んでいます。保護者・地域の皆様におかれましては、当日は、生徒たち

が取り組んできた成果をご覧いただき、激励下さいますようお願い致します。  

また、ただ今「地域・保護者アート作品展」の作品を募集しています。日頃作品を制作されて

いる方がいらっしゃいましたら、ぜひご出品願います。 

《日 程》 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

開 会 式   8:30 ～ 18:50 

演  劇   ８:50 ～ 10:40 

吹奏楽部演奏   10:50 ～ 11:10 

学年対抗選手権   11:20 ～ 12:00 

 

合 唱 発 表 11:05 ～ 11:35 

バ ザ ー 11:35 ～ 12:20 

昼食（バザー）・休憩  12:00 ～ 13:00 

合 唱 発 表   13:00 ～ 13:30 

ステージ発表  13:40 ～ 14:10 

閉 会 式  14:20 ～ 14:30 

 

 

【
午 

前
】 

【
午 

後
】 

見に来てください、学校祭！ ～地域・保護者の皆様、お待ちしております！ 
 

（学校祭の準備・練習の様子） 



永楽園でのミニコンサートの様子 

 

 

 

７月２１日（土）、深川市文化交流ホール「み・らい」

で第５４回北空知吹奏楽発表会が行われました。北竜中吹

奏楽部も参加し「なぞのたからばこ」（作曲 石毛里佳）

を５名のアンサンブルで演奏しました。大きな会場での演

奏に、緊張しながらも持てる力を存分に発揮し、美しい音

色を響かせていました。 

８月１０日（金）には、「永楽園」でミニコンサートを

開催しました。これは初めての試みであり、本校吹奏楽部

からの提案に永楽園様が快く演奏の場を提供していただき、実現したものです。入居者の方々の

中には、涙ぐみながら演奏に聴き入って下さっていた方もおり、代表の方からは「中学生のみな

さんが一生懸命に演奏している姿に、大変感動しました。ぜひ、また演奏に来てください。」と、

はげましのお言葉をいただきました。今後は学校祭と定期演奏会の発表があります。部員一同こ

れからも日々練習を積み努力していきますので、応援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○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※妹雨江北＝合同チーム（妹背牛･雨竜･江部乙･北竜）  
〇スーパースポーツゼビオ杯 
８月４日(土)〔予選リーグ〕〔妹背牛中〕 
妹雨江北 4－1 緑・明成（勝利） 
妹雨江北 2－1 小平（勝利） 

８月５日(日)〔決勝トーナメント〕〔新十津川中〕 
妹雨江北 0－10 手塩･遠別（敗退） 
妹雨江北 4－0  開西（勝利）※交流戦 

８月６日(月)〔決勝トーナメント〕〔明苑中〕 
妹雨江北 2－9 明苑（敗退）※交流戦 
妹雨江北 4－9 鷹栖（敗退）※交流戦 

〇北空知軟式野球新人大会(道新杯) 
８月１２日(日)〔深川市民球場〕 
妹雨江北 2－10 深川（敗退） 

 
■バレーボール部 【第３位】 
〇第 21 回全道中学生選抜フェスティバル厚沢部大会 
８月 25日(土)・26日（日）〔厚沢部町〕 

【予選グループ戦】        【1 部リーググループ戦】   
北竜 ２－０ 追分(勝利)   北竜 ２－０ 乙部(勝利)   
北竜 ２－０ 厚沢部ドリーム(勝利) 北竜 ０－２ 沼ノ端(惜敗) 
【1 部リーグ準決勝】 
北竜 ０－２ 苫小牧バレーボールクラブ(惜敗) 
 
■卓球部 
〇第 30回ムカイ杯卓球選手権大会 
７月８日（日）（深川市総合体育館） 
【男子シングルス】滝本 哲也 0 -3（１回戦なし２回戦惜敗） 
【女子シングルス】五十嵐真央 0 –3（１回戦惜敗） 
〇北海道卓球選手権大会深川地区予選会 
７月２２日（日）（深川市総合体育館） 
【男子シングルス】滝本 哲也 0 -3（１回戦惜敗） 
【女子シングルス】五十嵐真央 0 -3（１回戦惜敗） 

 

 

 

 

３日(月) 交通安全街頭指導・第 2 回学校祭特別委員会 

５日(水) 生徒会役員立候補〆切・第 2 回選挙管理員会 

第 2 回振興会サークル定例日(真竜小) 

６日(木) スクールカウンセラー来校 

８日(土) 北竜町立北竜中学校第 7２回学校祭（制服） 

１０日(月) 振替休業 

１１日(火) 一斉委員会（前期反省）           

１２日(水) 3 年学力テスト（総合 A）【制服着用】  

１３日(木) 教育相談①・第３回選挙管理員会 

１４日(金) 生徒集会・教育相談② 

１７日(月) 祝日「敬老の日」  

１８日(火) 職員会議・生徒会役員選挙活動（～２1 日） 

１９日(水) 教育相談③ 

２０日(木) 教育相談④・スクールカウンセラー来校 

２３日(日) 祝日「秋分の日」 

２４日(月) 振替休日 

２５日(火) 生徒会役員立会演説会・投票 

※部活動休止～２7 日（木） 

２７日(木)青少年育成事業（医療体験学習） 

２８日(金)中間テスト【制服着用】 

 


