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新年度がスタートして２ヶ月、新１年生も、中学校生活に少しずつ慣れ、元気に過ごしていま

す。４月２４日（水）から２泊３日の日程で実施した修学旅行が無事終了しました。今年度も横

浜・鎌倉方面の研修となりましたが、移動手段はほとんど公共交通機関を利用し、少々ハードな

旅となりました（団長は３日間で５万２千歩余りの歩数となりました）。しかし、道中では様々

な場面で目配り心配りをする３年生の姿をたくさん見ることができました。また、公共交通機関

を利用したことで「公共のマナー」も体験しながら学ぶことができ、素晴らしい修学旅行となり

ました（旅行中、色々な場面で生徒の挨拶や立ち振る舞い等にお褒めのことばを頂きました）。  

 

さて、４月５日の始業式の中で、私は「コミュニケーション能力」「共生」「自立」の３つを目

標に掲げました。そして、その目標を達成するために「大人になる勉強」をするのが中学校だと

考えています。では、「大人とは？」「大人のとるべき行動とは？」一体どのようなものなのでし

ょうか。 

まず１つ目として、「大人はおとなしい」ということです。漢字では「大人しい」とも書きま

す。もの静かでおとなしいということは、人の話をきちんと聴けるということです。この「聴」

という漢字は、「耳プラス目と心」だと言われます。「聞く」を辞書で引くと「耳で音や声を感じ

ること」とあり、先生の話を聴くのは「聞く」ではなく「聴く」であるべきだと思います。話す

人に顔を向け、目と心をプラスして話を聴いて下さい。これができる人こそ「大人」だと私は思

います。 

２つ目は「第三の目」を持つということです。人間には目が２つあります。「第三の目」は目

には見えないものを見る目です。つまり、相手の心を見る目です。人の心の中は見えませんから、

その人の心情を想像するしかありません。どこまで想像できるか、その想像力がその人の精神年

齢を決定すると言っても過言ではありません。 

また、皆さんの何気ない一言で傷つく人もいます。皆さんの温かい一言で幸せになる人もいま

す。言葉にはそんな力があります。自分の発する言葉に責任を持つことも大人の条件かもしれま

せん。人の話をきちんと「聴く」ことができ、相手の心情を推し量り、自分の言葉に責任を持つ

ことができる立派な「大人」になってほしいと思います。 

 

５月３１日（金）には、３年生を中心に全校生徒一丸となって練習してきた陸上記録会が行わ

れます。保護者・地域の皆様にはお忙しいとは存じますが、ぜひご来校いただき、頑張っている

子どもたちへご声援いただければ幸いです。 

６月には１年生にとって初めての定期テスト（１学期期末）、そして７月には３年生にとって

最後の中体連、ひまわり祭りも始まります。皆様のご支援ご協力をこれからもお願い致します。 

 

 

「大人になる」 
 



 
 
 
本校３年生が４月２４日（水）から

２６日（金）の３日間、東京・横浜・
鎌倉方面に修学旅行に行き、多くのこ
とを学んで参りました。 

５月２３日（木）には、まとめ発表
会が行われ、「学んできたこと」「後
輩に伝えたいこと」「思い出に残った
こと」など多くのことが報告されまし
た。次年度が自分たちの番になる２年
生からは先輩にたくさんの質問が出さ
れるなど、興味深い発表会であったと
同時に、次年度に対する期待が膨らむ、
充実した会となりました。           【鶴岡八幡宮にて集合写真】 

北竜町中の生徒のために、さまざまな 
場面で支えていただいた保護者の皆様、 
北竜町の皆様に心より感謝申し上げます。 
 
修学旅行行程                ４月２４日（水）～２６日（金） 
 
【１日目】 
 中学校 ⇒ 新千歳空港 ⇒ 羽田空港  
⇒ 上野公園自主研修 ⇒ 浅草寺・仲見世 ⇒ スカイツリー ⇒ ホテル 

 
【２日目】 
 ホテル ⇒ 鶴岡八幡宮 ⇒ 鎌倉自主研修 ⇒ 横浜中華街 
 ⇒ 大桟橋 ⇒ ホテル 
 
【３日目】 
 ホテル ⇒ 横浜市内自主研修 ⇒ 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 ⇒ 中学校  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 素敵なエピソード  
 「修学旅行でお世話になった宿舎の方にお礼の 

お手紙」を残してきた本校の生徒がいることを耳 

にしました。「感謝の気持ちを文字にしたため置 

いてくる」･･･簡単にできそうなことだけれども 

中々できないことを実行している素敵な子どもた 

ちと同じ空間で生活させていただいていることに 

喜びの気持ちと、感謝の気持ちでいっぱいになり 

ました。学校でも良さを伸ばす教育を頑張ります 

ので、今後も家庭、そして地域での教育をよろしくお願いいたします。 



 
 
 
本校では、ふるさと空知（ふるさと北

竜）を愛する人に育ってもらうことを願
い、今年もひまわりガイド活動の成功を
めざした活動を開始しました。 

ＰＴＡの方の協力をいただきながら、
５月１６日（木）の播種作業では７つの
縦割り班に別れた全校生徒３１人が、真
竜小学校１年生と和保育園の園児と共に、
ていねいに種まきをすることができまし
た。このあとは、草取りや間引き、通路
の整備や看板の設置、ガイドの講習を経
てひまわりガイドを実施することとなり
ます。 

ふるさと北竜をアピールするため全力で頑張る子どもたちに力を貸していただける
と助かります。今後のひまわり活動に注目を!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

「豊かな心」を育むために 
～今年度から「特別の教科」道徳がスタートしました～ 

 
   中心となる教材として検定教科書を使用します 

全生徒に教科書が配布されています。家庭でも手にとって 
ご覧下さい。 

授業の内容が変わります 
様々な問題を自分自身のこととして「自分ならどうするか」
を考え、議論していきます。 

評価をします 
５段階評価ではなく道徳性に係る成長の様子などを記述に
より評価します。（学年末に評価） 

「まちづくり・まちおこしへの参画」～世界のひまわり栽培～ 

【ひまわり活動の主な今後の予定】 
６月１３日（木） 草取り・間引き 
６月２７日（木） 草取り・間引き・通路シートの設置 
７月１８日（木） 草取り・間引き・看板の設置 
７月２０日（土）  ひまわりの里オープン式（北竜中吹奏楽部演奏予定） 
７月２３日（火） 草取り・間引き 
７月２５日（木） ひまわりガイド諸準備 
７月２６日（金） ひまわりガイド（１１：００～１５：００予定） 

  
※保護者の皆様へは、草取り・間引きのお手伝いの案内を出す予定です。 

お子様と一緒に、素敵な世界のひまわり栽培の時間を体験してみませんか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
３日(月) 交通安全街頭指導         19 日(水) 期末テスト①(制服) 

       生徒集会                  薬物乱用防止教室 

７日(金) 教育相談(～11 日)         20 日(木) 開校記念日 

10 日(月) 講話「命とからだの話」(3 年生)  21 日(金) 期末テスト②(制服) 

      学校諸経費口座振替日②      24 日(月)  職員会議 

12 日(水) 春の学習強調週間(～18 日)     27 日(木) 一斉委員会 

      第1 回振興会サークル定例日(北竜中)    ひまわり活動「除草・間引き・シート敷き」 

13 日(木) ひまわり活動「除草・間引き」   28 日(金) 赤ちゃんふれ合い教室 

16 日(日) テスト前部活動休止(～20 日) 

部活動の大会結果 
野球部 (妹背牛・雨竜・江部乙との連合)           
〇第 13回ムカイ杯春季北空知野球大会   第３位 

5 月1 日（水） 
【１回戦】             【３位決定戦】 
北竜連合 ２-９ 沼田・秩父別   北竜連合 ７-４ 一已 
  ６回コールド（得点差）      ６回コールド（時間制限） 

 
〇第 31回菅原剛太郎旗争奪空知中学校野球選手権大会  ベスト８ 

５月１１日（土）～5 月19 日（日）          
 【１回戦】            【２回戦】 
北竜連合 ７-０ 美唄       北竜連合 ４-０ 新十津川   

 ５回コールド（得点差）                              
【準々決勝】                                                                
北竜連合 ０-７ 岩見沢東光                           
  ５回コールド（得点差）                                 
                                                                                                                                                          

バレーボール部                                              
〇第 39回中学生選抜バレーボール優勝大会 

５月４日（土）    優秀選手賞 吉田夏海 
【予選グループ戦①】         【予選グループ戦②】 

  北竜 ０-２ 共栄・音更     北竜 ０-２ 北見北 
 
〇北空知地区春季 兼 第 3４回雨竜町商工会長杯バレーボール大会 第 3位 

５月18 日（土）   優秀選手賞 瀧本愛華 
【予選ブロック①】   【予選ブロック②】   【準決勝】 

  北竜 １-２ 沼田   北竜 ２-０ 一已   北竜 ０-２ 深川    
 
卓球部 (沼田との合同)                   
〇第 46回北空知中学校卓球選手権大会 

４月22 日（日）                         
【男子団体戦】           【女子団体戦】 

  1 回戦 北竜・沼田 ３-２ 一已Ｂ  リーグ① 北竜・沼田 ０-５ 一已 
 準決勝 北竜・沼田 ０-５ 深川Ａ  リーグ② 北竜・沼田 ０-５ 深川 

 【シングルス】 
  １回戦 滝本哲也 ０-３ 深川   1 回戦 五十嵐真央 ０-３ 深川 


