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猛暑続きの８月上旬までとはガラリと変わり、お盆あたりからは曇りがちの天気が続

き、幾分過ごしやすくなってきました。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。１学期終業式の日には”世界のひまわりガイド”があり、

雨の中、子どもたち各々が観光で来られた方々に積極的に声をかけ、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っただけでなく、“私

たちのふるさと北竜町”を見つめ直す契機になったことと思います。吹奏楽部は、昨年

度出場できなかった「空知地区吹奏楽コンクール」に沼田中と合同で出場し、自分たち

の演奏を堂々と披露してくれました。また、昨年度に引き続き永楽園でのミニコンサー

トを実施し、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。他の部活動についても日々の練習や各大会に積極的に取り組みました。ま

た、週１回の北竜町教育委員会「英語塾」にも、多くの子どもたちが積極的に参加し、

熱心に学習しました。子どもたち各々がこの夏休みに経験したこと、努力したことは、

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。 

 

さて、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。子どもたちには、気温の急激な変化等に十分留意しながら、 

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．様々な活動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。２学期は学校祭をはじめ、部活動の各種大会・宿泊学習（２

年）・社会見学（１年）・高校体験入学（３年）・学力テスト等、自らを磨き鍛える行

事が続きます。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。 

 

 終わりになりますが、９月７日（土）北竜中学校学校祭が開催されます。今年も合唱

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、子どもたちの努力と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。 

 
 

「成長」の２学期に 

  



 

 

 

全校生徒が４班に分かれて、ひまわりまつり期間中の７月２６日（金）、ひまわりの里「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。天候は、あいにくの雨模様でしたが町内、

道内や道外各地、海外からも大勢の皆さんが足を運んでいただきました。 

観光客の方に育てた「世界のひまわり」について説明したり、質問に答えたり、海外の方には

ALT のセル先生とともに英語のクイズを出したり、世界のひまわりの種やうちわの配布を行った

りと充実したガイドを行ったりと、心を込めた｢おもてなし｣ができました。 

また、今年度の活動に対し、たくさんの方々に畑おこし、種まき、間引き、草取りとご協力を

いただきましたことに心より感謝申し上げます。 

ひまわりガイドに対し、はげましの言葉をおよせいただきましたので、一部を紹介致します。 

 

■いろんな国のひまわりは、普段見るようなひまわりとは  

全然違う色、形でとてもおもしろかったです。説明も分か

りやすかったです。ありがとうございました。 

 

■一つ一つていねいに説明いただいて感心しました。初

めて北竜町にお邪魔させていただきましたが、今度は天

気の良い日に伺いたいとお思います。 

 

■世界中のいろいろなﾋﾏﾜﾘについて、ていねいに          

解説をありがとうございました。野生動物が食べてしまう

などいろいろな苦労話を聞けて楽しかったです。来年も

きれいな花を咲かせてがんばってください。 

 

■とてもよくわかりやすい説明をしてもらって、様々な世

界のひまわりを知ることができました。とても咲いている

ひまわりも多くてとてもよかったです。今日はありがとうご

ざいました。 

 

■１つ１つひまわりの種類の説明をしてくださり、とても分

かりやすかったです。1つの茎からたくさんの花を咲かせ

るひまわりがあると聞いてとてもびっくりしました。皆さん

が育てたひまわりがとても明るくきれいでした。ありがとう

ございました。 

 

■雨の中、詳しいガイドをしていただきありがとうござい

ました。世界には、たくさんの種類のひまわりがあること

がよくわかり勉強になりました。全校生徒でやっているこ

の取組をこれからもがんばって続けていって下さい。あり

がとうございました。 

 

雨の中で頑張りました。ひまわりガイド ～７月２６日（金）～ 



学校祭テーマ（令和元年度 生徒会テーマ）  

アオハル｡ 
～最高の仲間とともに～ 

 

 

 

■ひまわりに、こんなにたくさんの種類があることを初め

て知りました。雨が少なく苦労して育てられたと聞き、一

層キレイだなと思いました。育てた方から直接お話しを聞

けて良かったです。これからも続けていただけたらうれし

いです。 
 

■お昼休みにふらっと寄ってみました。雨の中、積極的

に品種の説明をして頂きました。野良生えが多くどの品

種がどこに生えているのか探すのが楽しかったです。ま

た、グループ(班)で育てられているとのこと、ご苦労様で

す。ひまわりの様な皆様に楽しそうにガイドして頂き、非常に良い経験になりました。これからもガイドも

クラブ活動も皆様で力を合わせて頑張って下さい。ありがとうございました。 
 

■ひまわりがかわいい。雨の中でも親切な説明がよかっ

たと思います。 
 

■雨の中で、ご丁寧な説明をいただき、ありがとうござい

ました。国によって色や形もさまざまで楽しかったです。

ありがとうございました。 
 

■とてもていねいに説明をしてくれて、他の質問をしたと

きにも元気よく答えてくれました。たくさん勉強してひまわ

りを大切に育てていることが伝わってきました。 

 

 

                           

 

 

９月７日（土）に、今年度の生徒会テーマである「アオハル。～最高の仲間とともに～」のも
と、第 73 回学校祭を開催します。生徒たちは最高の仲間とともに一大イベントの成功に向けて
努力をしています。保護者・地域の皆様におかれましては、当日は、生徒たちの努力の成果をご
覧いただき温かい声をかけていただけたら幸いです。 

《日 程》 

 

 

 

                    

 

 

 

本校吹奏楽部は、８月３日（土）に空知吹奏楽コンクール（Ｃ編

成）、８月１０日（土）には、「永楽園」でミニコンサートを開催

しました。吹奏楽コンクールは沼田中学校と合同で演奏をし、銀賞

を獲得。永楽園のミニコンサートでは入居者の方々に素敵な音色を

届けました。今後は学校祭と定期演奏会での発表があります。応援

よろしくお願いいたします。 

 

開 会 式   8:30 ～ 18:50 

演  劇   ８:50 ～ 10:40 

学年対抗選手権   10:50 ～ 11:30 

吹奏楽部演奏  11:40 ～ 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   13:30 ～ 14:00 

閉 会 式  14:10 ～ 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！  

吹奏楽部  ～夏休み中も素敵な音を届けてきました～ 



 

  

 

○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 合同チーム（妹背牛･雨竜･北竜）  
〇北空知軟式野球新人大会（道新杯） 
８月３日(土) 〔深川緑地球場〕【準優勝】 
１回戦 北竜連合 ４－１ 沼田・秩父別（勝利） 
決勝戦 北竜連合 ６―８ 一已（敗退） 

 
〇スーパースポーツゼビオ杯 
８月１０日(土)予選リーグ〔妹背牛中グラウンド・北竜町営球場〕 
北竜連合 ４－１ 江稜・開西・新十津川Ｂ（勝利） 
北竜連合 ０―１ 岩見沢東光（敗退） 

８月１１日(日)決勝トーナメント〔新十津川中グラウンド〕 
１回戦 北竜連合 １－４南空知ＢＢＣ（敗退） 

 
〇全日本少年春季北空知支部予選 
８月１７日(土)〔砂川市営球場〕 
北竜連合 ０－１ 深川（敗退） 

 
■卓球部  
〇北海道卓球選手権深川地区予選会 
７月２１日(日)（深川市総合体育館〕 
【男子ダブルス】 
滝本・森島  １回戦（勝利）・2 回戦（敗退） 
【女子ダブルス】 
五十嵐・道下 予選リーグ１勝１敗（２位） 

決勝トーナメント準決勝（敗退） 
【３位】 

 
【男子シングルス】 
滝本 哲也 １回戦（敗退） ※14 歳以下の部 
森島 大樹 1 回戦（敗退） ※13 歳以下の部 
【女子シングルス】 
五十嵐真央 予選リーグ 0 勝 2 敗(3 位)  ※14歳以下の部 
道下  葵 予選リーグ２勝１敗(２位) ※13歳以下の部      

決勝トーナメント 
準決勝（敗退）・３位決定戦（勝利） 

        【３位】 
 

〇滝川卓球連盟会長杯卓球大会 
８月１８日(日) （滝川市スポーツセンター〕 
【男子ダブルス】 
滝本・森島  １回戦（敗退） 
【女子ダブルス】 
五十嵐・道下 1 回戦（敗退） 
 
【男子シングルス】 
滝本 哲也 １回戦（シード）・2 回戦（敗退） 
森島 大樹 1 回戦（敗退） 
【女子シングルス】 
五十嵐真央 １回戦（勝利）・2 回戦（敗退） 
道下  葵 １回戦（勝利）・2 回戦（敗退）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日(月) 交通安全街頭指導・第 2 回学校祭特別委員会 

３日(火) スクールカウンセラー来校 

４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(北竜中) 

７日(土) 北竜町立北竜中学校第 73 回学校祭（制服） 

９日(月) 振替休業 

１０日(火) 生徒会役員選挙活動（～２0 日） 

１１日(水) 一斉委員会（前期反省）           

 3 年学力テスト（総合 A）【制服着用】  

１２日(木) 生徒集会・第３回選挙管理員会 

１６日(月) 祝日「敬老の日」 

１７日(火) 教育相談① 

１８日(水) 教育相談②・全校給食 

１９日(木) 北竜町文化講演会（公民館） 

２０日(金) 教育相談③ 

２３日(月) 祝日「秋分の日」 

２４日(火) 職員会議・生徒会役員立会演説会・投票  

※部活動休止～２６日（木） 

２５日(水) スクールカウンセラー来校 

２７日(金) 中間テスト【制服着用】 

部活動支援金を 
いただきました！ 

8 月 22 日（木）、北竜町ライオンズク

ラブ様より、「北竜中学校の部活動のため

に使用していただきたい」と部活動支援金

をいただきました。 

いただいた支援 

金は部活動の中で 

大切に使わせてい 

ただきます。あり 

がとうございまし 

た。 

 

 

 

 


