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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月には、最初の大きな行事である修学旅行が無事終了しました。私も旅
行団の団長として引率してきました。横浜・鎌倉方面２泊３日の道中、様々な場面で目
配り心配りをする生徒の姿をたくさん見ることができ、修学旅行を通してひとまわり成
長したように思います。（旅行中、色々な場面で生徒の元気な挨拶、立ち振る舞い等に
お褒めのことばを頂きました）天気にも恵まれた最高の修学旅行となりました。また、
先日行われた陸上記録会では、３年生を中心
に練習から全校生徒一丸となって取り組みま
した。当日の朝こそ、肌寒さを感じましたが、
生徒一人ひとりが真剣に競技し、みんなで一
生懸命盛り上げた「爽快～小さな学校の大き
な団結～」という生徒会テーマにふさわしい
素晴らしい陸上記録会になりました。
さて、私は、着任した４月６日の始業式の
中で、生徒に向けて３つの目標を掲げました。
「コミュニケーション能力」
「共生」そして「自
陸上記録会：長縄跳びの前に円陣を組んで心を一つにしています。
立」です。
「自立」という単語は、言葉では理解できますが、一体何をすることが「自立」
につながることなのか、生徒だけで考えるにはむずかしいことも含んでいると考えます。
「中学生なのだから自分で考えなさい」という言葉をよく耳にします。中学生は「自立
＝自分でする」ということだけで捉え、自己中心的な判断だけを優先させて、自分に都
合の良い行動をとりがちな年代でもあります。様々な情報を使って、自ら決定していく
「自立」の力を是非つけさせたいと考えます。
子どもたちがこれからの世の中を生き抜いていく中で、自らの選択を迫られる場面は
いくつもあるでしょう。学校でも、生徒会活動はじめ、様々な活動を通して選択の場面
を多く設定し、考えながら、悩みながら、最後は自分で決めるという体験を積ませたい
と考えています。保護者の皆様も「情報は正確に与えるけれど、最後の決定は本人で」
という思いを私たち職員と共有しながらご指導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。

４月１８日（水）から２０日（金）にかけて東京・横浜・鎌倉方面に修学旅行に行ってきました。
３日間の中で、生徒たちは見聞を広め、集団行動を通して規律ある態度と協調性を高め、級友との
友情を育み、ひとまわり成長して帰ってきました。
【日

程】

《 ４月１８日（水） 》
６：１５ 出発式
６：３０ 出発
８：５０ 新千歳空港到着

浅草散策

１０：００ 新千歳空港出発
１１：４０ 羽田空港到着
１２：４５ 国会議事堂見学

国会議事堂

１４：５０ 浅草寺・仲見世散策
１６：２５ 浅草水上バス
１７：４５ 夕食・もんじゃ焼き

水上バス

２０：００ ホテル到着

夕食・もんじゃ焼き
ホテルにて

《 ４月１９日（木） 》
９：００ ホテル出発
１０：１５ 鎌倉市内自主研修
１４：００ 鶴岡八幡宮見学

鶴岡八幡宮
横浜中華街散策

１６：００ 横浜中華街散策
１７：００ 夕食・大珍楼新館
１８：５０ 横浜夜景見学
２０：００ ホテル到着

夕食・大珍楼新館

《 ４月２０日（金） 》

ホテルにて

８：００ ホテル出発
９：３０ キッザニア東京
１３：１５ 羽田空港到着
１４：３０ 羽田空港出発
キッザニア東京

１６：００ 新千歳空港到着
１８：５０ 北竜中学校到着
羽田空港

「きれいなお花でお出迎えします!」～花壇づくりをしました。
５月１６日（水）に各学級が管理する花壇へ、花苗を移植しました。生徒たちはまず、用
意された花をどう並べるか、色合いや配置のバランスを話し合いながら花壇に花を並べてい
きました。配置が決まった後は、茎が折れたり、根がちぎれたりしないように、カップから
苗を取り出し、丁寧にひとつずつ植えつけていきました。作業は放課後の時間に行いました
が、さすがは北竜の子！協力し合いながら手際よく、わずかな時間で作業を完了しました。

「世界のひまわり」の播種（たねまき）をしました。
5 月 1８日（金）さわやかな春風の吹く空のもとで、世界のひまわりの播種（種まき）を
行いました。この日は、全校生徒 31 名と真竜小学校の１年生１１人、和保育園の年長児
１２名も参加、北竜中生たちは年下の子どもたちに「深く植えないと、カラスに食べられち
ゃうよ」などとやさしく教えながら、楽しく作業を進めました。まいたのは一般的な黄色の
ひまわりの他にも、赤褐色やクリーム色のひまわりなど海外原産の 21 種。7 月の「ひまわ
り祭り」まで、間引きや草取りなどを行い、ていねいに育てていきます。色々な種類のひま
わりが満開に咲く世界のひまわりコーナーを楽しみにしていてください。
（間引き・草取り作業については保護者の皆さんのお手伝いも大歓迎です。
）

○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」

交通安全教室を開催しました!
〔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)

5 ○卓球部
月７日（月）、碧水駐在所長の藤原公平氏
11 月 5 日(土) 北空知新人卓球大会
を講師にお迎えして、交通安全教室を行いまし
た。今年度も、自転車の事故を中心に学習しま
中学女子団体（リーグ戦） １勝１敗
した。曲がり角での自動車の内輪差の危険性な
北竜・一巳中合同 ３－２ 沼田中学校
ど、安全な運転のために注意してほしいこと
北竜・一巳中合同 ０－５ 深川中学校
や、常に歩行者を優先することなどをお話して
中学男子シングルス
いただきました。生徒たちは、ちょっとした不
１回戦 深瀬世乃 ３－０ 加納優樹（深川中）
注意や交通ルールの違反から大きな事故につ
２回戦 深瀬世乃 ０－３ 稲田理久（一巳中）
ながる場合があることを学び交通安全への決
中学女子シングルス
意を新たにしました。
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回戦 干場智香

３－０ 宮脇衣李（沼田中）
１－３ 羽野愛加（深川中）

■野球部
〇北空知春季ムカイ杯〔北竜球場〕
5 月 84 日(金)北竜-一已 １-７（敗退）
〇菅原剛太郎旗争奪中学校野球選手権大会〔滝の川球場〕
5 月 19 日(土)北竜-北空知クラブ １-８（敗退）

■バレーボール部
〇春季大会兼第 33 回雨竜商工会長杯
5 月 19 日(土)〔雨竜中学校〕
【予選Ｂブロック】
北竜 ２－０ 妹背牛(勝利)
【決勝トーナメント】
北竜 １－２ 一已(惜敗)

■卓球部
〇北空知中学校卓球選手権大会
4 月 22 日(日)〔深川市総合体育館〕
【女子シングルス】
２回戦 岡嶋はづき ０－３（深川中）（惜敗）

ごあいさつ～スクールカウンセラーより
この 4 月より、スクールカウンセラーとして北
竜中学校担当になりました江上智章（えがみ ともあき）
です。月に 1～2 回、木曜日の午後に来ています。
中学生はいろいろな悩みが多い時期で、みなさん
の中にも悩みを持っている人は多いと思います。
進路や友達とのこと、家族との関係など、１年生
のみなさんは中学生になり、小学校との違いに困
っていることもあるかと思います。そうした悩み
ごとを誰かに話したい、相談したいと思ったらス
クールカウンセラーを利用してください。また、
保護者の方の相談も承っております。お子様のこ
とで困っていることや悩み等ございましたら、遠
慮なくご相談ください。
○勤務時間 １３：３０～１７：３０
○保護者の皆様の相談申込みは、教頭もしく
は担任までご連絡下さい。
○相談日 ６/14､7/5､7/19､（１学期分）

１日(金)
１日(金)
４日(月)
７日(木)
８日(金)
１１日(月)
１２日(火)
１３日(水)
１４日(木)
１５日(金)
１８日(月)
１８日(月)
２０日(水)
２１日(木)
２２日(金)
２６日(火)
２７日(水)
２８日(木)

交通安全街頭指導
臨時生活委員会
学習強調週間（～８日）
講話「命とからだの話」
（３年生）
教育相談①
教育相談②
教育相談③
全校給食①
第１回振興会サークル定例日（真竜小）
ひまわり除草・間引き
教育相談④
職員会議
部活動休止（～２１日）
開校記念日
期末テスト①（制服着用）
薬物乱用防止教室
期末テスト②（制服着用）
一斉委員会
生徒集会
「赤ちゃんふれあい教室」（３年生）
ひまわり除草・シート敷き

