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先日、１学期期末テストを実施しました。今年は開校記念日（６／２０）を間に挟ん

での実施となりましたが、テスト中は、どの生徒も真剣な表情で取り組んでおり、学習

の大切さをしっかり理解していることを感じました。 
 
さて、いよいよ中体連大会が始まりますが、皆さんは「スラムダンク」というバスケ

ットボールに取り組む高校生を描いた漫画を知っているでしょうか？ 

その中で、高校生を監督・指導する安西先生がある時、選手に「最後まで…希望を捨

てちゃいかん。あきらめたらそこで試合終了だよ。」と語ります。安西先生のいう「試合

終了」とはどういう意味なのでしょうか。私は「試合終了」とは「自ら可能性をゼロに

すること」ではないかと思っています。つまり、あきらめることは、自分からできない

状況にすること、自らギブアップしてしまうことなのです。学校生活の中で「頑張った

のに成績が上がらない」「仲良くしようと思ったのにうまくいかない」「練習しているの

にうまくならない」等々。世の中うまくいかないことはたくさんあります。しかし、あ

きらめてしまったら、うまくいく可能性もゼロになってしまうのです。皆さんには、思

いや願いを簡単に「あきらめない」ことを期待しています。 
 
令和元年度の中体連北空知各種大会が７／２（火）・３（水）に開催されます。これま

での活動の成果の発表の場であります。選手の皆さんには、これまで指導していただい

た先生、送り迎えや弁当つくり等をしていただいた保護者、一緒に活動してきた仲間等、

今まで支えていただいた全ての方々に「感謝の気持ちをもって」戦って欲しいと思いま

す。また、あきらめて得た結果は、これからの人生に何も生み出しません。試合では、

どんな状況になっても最後まであきらめずに「観戦している人に感動を与える」戦いを

して下さい。それがこれからの皆さんにとって大きな財産になります。「北中生」として、

全力を出し切り、悔いのない戦いを期待しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

「部活動のあり方」～本校の取組について 
今年度、本校では、道教委通知を受けて次のような取組を実施しています。 
①平日は週１日以上、土日・祝日は年間５２日以上の部活動休養日を設ける。 
②活動時間は、平日２時間程度、土日・祝日は３時間程度とする。 
③学校閉庁日を設定する。（８／１３～１５、１２／２９～１／５） 
部活動は、生徒にとってスポーツや文化等に親しむ機会であり、学習意欲の向上や責任感、

連帯感を高める活動として、教育的に高い意義がある一方、適切な休養を伴わない行き過ぎ
た活動は、生徒が多様な活動を経験する機会を少なくするだけでなく、スポーツ障害やバー
ンアウト等の様々な無理や弊害も生んでしまう側面もあるものと考えています。また、部活
動の指導時間が長いことで、教職員の多忙化の一因にもなっています。 
ついては、これらの取組についてご理解の上、子どもたちが多様な経験を積み、心身とも

に健やかに成長できるようご協力をお願いいたします。 

 



 

 

個人種目については学年 1位のみ掲載 、 ※印は全校 1位 

種 目 １年生 2年生 3年生 

女子 100m 山田 未菜 堂前 音娃 吉田 夏海※ 

男子 100m 植松 大晟 髙橋 和希※ 

 

渡辺 隼人 

女子 200m 山田 未菜※ 永井  唯 瀧本 愛華 

男子 400m 植松 大晟 高橋 健斗 中村 友哉※ 

女子  800m 阿部 汐莉 堂前 音娃 吉田 夏海※ 

男子 1500m 川田 悠人 髙橋 和希※ 渡辺 隼人 

女子走り幅跳び 阿部 汐莉 岩倉 あずさ※ 加藤 さゆり 

男子走り幅跳び 植松 大晟 高橋 健斗 渡辺 隼人※ 

女子走り高跳び 小菅 あおい 五十嵐 真央 吉田 夏海※ 

男子走り高跳び 齋藤 稜太 髙橋 和希※ 中村 友哉 

全員リレー 1 位 白 Aチーム 2 位 赤 A チーム 3 位 白 Bチーム  4 位 赤Ｂチーム 

気配斬り（生徒会種目） 1位 赤組   2位 白組 

全員縄跳び 1位 白組   2位 赤組 

玉入れ（PTA種目） 1位 白組   2位 赤組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの声援をありがとうございました 

「第７3回 陸上記録会」  【５月 31日（金）】実施



愛情を注ぐ!!「世界のひまわり栽培活動」 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北空知中体連大会のお知らせ ７月２日（火）・３日（水）【予備日４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】 ※詳細、２日目については各部より連絡があります。 

野    球 砂川市営球場     １回戦 １２：４０ 対 沼田・秩父別中学校 

 バレーボール 妹背牛中学校体育館   予選Ｃグループ 第１試合 ９：４０ 対 新十津川中学校 

 卓    球 砂川市総合体育館     個人戦１３：２０～  

 

※中体連に参加をしない生徒の対応は別プリントにてお知らせ致します。 

         

北竜中学校の伝統である｢世界のひまわり栽

培活動｣。この取組も今年で 2９回目になりま

す。畑への播種が 5月１８日に無事終了、6月

１３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年山田陽菜委員長)

のリーダーシップの下、全校縦割り７班・２１          

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

皆様の協力があると大変助かるところです。  

この取組の目的の１つは｢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２７日(木) 除草・間引き・シート敷き※ 

７月１８日(木) ひまわり看板設置 

７月２０日(土) ひまわりの里オープン式 

７月２３日(火) ひまわり除草 

７月２５日(木) ひまわりガイドオリエンテーション 

７月２６日(金) ひまわりガイド 

８月２２日(木) 圃場等片付け 

 

※6/2７（木）、7/２３（火）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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「命とからだの話」～3年生～ 
 6月 10日（月）、深川市立病院で看護師

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、３年生を対象に「講話『命

とからだの話』」を実施しました。この授

業は２８日に行われる「赤ちゃんふれあい

教室」の事前学習として、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

の様子などを、とてもわかりやすくお話し

していただきました。 

この世に誕生する 

奇跡の瞬間を実感す 

ることができたひと 

時は素敵な時間でし 

た。 

「薬物乱用防止教室」を行いました！ 
6 月１９日（水）、深川警察署生活安全課

の露木郁弥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。アルコール依存症や大麻、シンナ

ー、覚醒剤などの恐ろしさを、露木さんが実

際に見てきた薬物乱用者による事件や事故

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。身近な地域でも薬物への出会

いがあることに生徒たちは、驚きながらも真

剣に聞き入っていました。自分の周りに薬物

への誘惑が来たときに 

どのように対応すれ 

ば良いのかを考える 

ことのできる貴重な 

時間を過ごすことが 

できました。 

  
 
 
 

１日(月) 交通安全街頭指導、中体連壮行会 

２日(火)～３日(水) 北空知中体連大会 

９日(火)～1０日(水) 全空知中体連大会 

１２日(金)  北竜町ジャンボ人の波運動 

ＰＴＡ球技大会・懇親会 

１５日(月) 海の日 

１６日(火) 職員会議 

１８日(木) ひまわり看板設置 

１９日(金) 自由参観日・個人懇談・ 

中体連報告会・吹奏楽部壮行会 

２０日(土) ひまわりの里オープン式 

      学芸連吹奏楽発表会 

２３日(火) ひまわり除草 

２５日(木) ひまわりガイドオリエンテーション 

２６日(金) １学期終業式・大掃除 

ひまわりガイド 

２７日(土) 夏期休業(～8／20) 

 

 

■野球部  
〇北空知中学野球大会（倉本新聞杯）〔深川市民球場〕 
６月８日(土) 
１回戦   北竜連合 ３－４ 沼田・秩父別（敗退） 
3 位決定戦 北竜連合 ０―７ 一已（敗退） 

〇全日本少年北空知支部予選〔赤平虹ヶ丘球場他〕 
６月１６日(日)・２２日(土) 
２回戦 北竜連合 ４－３ 芦別・上砂川（勝利） 
準決勝 北竜連合 １―９ 深川（敗退） 

 
■バレーボール部  
〇北空知地区中学校バレーボール大会 
６月８日(土)〔一已中学校〕【準優勝】 
【予選ブロック①】 
北竜 ０－２ 一已(敗退) 北竜 ０―２ 深川(敗退) 
【予選ブロック②】 
北竜 ２－０ 雨竜・妹背牛(勝利) 
【決勝トーナメント】 
準決勝 北竜 ２－０ 沼田(勝利) 
決 勝 北竜 ０－２ 深川(敗退) 

 
■卓球部  
〇深川卓球連盟会長杯卓球大会 
６月１６日(日)〔深川市総合体育館〕 
【男子シングルス】 
滝本 哲也 2 回戦進出 
森島 大樹 1 回戦敗退 
【女子シングルス】 
五十嵐真央 1 回戦敗退 
道下  葵 １回戦敗退 

 

 

 

 


