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２学期の始まりにあたって 
《始業式 校長講話より》 

日下部憲一 校長 

１ 元気な姿で再会 

 約、一ヶ月ほどの夏休 
みでした。1 学期終業式 
以来、今日ここ体育館で 
元気な姿の皆さんと再会 
でき、大変うれしく思っ 
ています。皆さんも気づ 
いたことと思いますが、 
この夏休み、用務員の 
村谷さんと小島さんが、 
計画的に廊下等のワック 
スがけをしてくれました。「環境は人を作る」という

言葉があります。美しい環境の中で生活すると、心

も癒され、豊かな感性がはぐくまれます。用務員さ

んに感謝するとともに、落ち着いた学校生活を心が

け、生活環境の美化に努めてください。 
２ 夏休みを振り返って 

この夏休み、多くの生徒の皆さんは、1 学期の反

省を基に、一人一人が目標をもちながら、予習、復

習、苦手教科の克服等に向け、努力したことと思い

ます。特に 3 年生にとっては、自分の進路を切り拓

くにあたって、基礎固めをしなければならない大切

な時期で、学習面に一生懸命力を注いだことと思い

ます。皆さん一人一人の努力が、この 2 学期に花開

き、充実・発展していくことを心から願っておりま

す。 
 また、この夏休み、私は、部活動や吹奏楽コンク

ール、夏のボランティア活動等に一生懸命取り組ん

でいる姿をたくさん見ることができました。運動系

の部活動にとってはこれから中体連の新人戦や各種

大会が控えています。この夏休みの練習の成果を思

う存分発揮してください。吹奏楽部も、8 月１日、

キタラでコンクールがあり、昨年に引き続き見事「銀

賞」を獲得しました。皆さんのますますの活躍を期

待しています。 
さらに、夏のボランティア・職場体験に 70 名を超

える生徒の皆さんが参加しました。普段の学校生活

では学ぶことができない、貴重な体験だったと思い

ます。是非、この貴重な体験から学んだことを感想

文としてまとめ、担任の先生に提出してください。 
 一方、今、私が一番心配していることがあります。

それは、新型インフルエンザの患者数がこの 7 月か

ら 8 月にかけて急速に増え始め、国内初の死亡例や

道内初の重症例が相次いでいることです。札幌市で

も 21 日、白石区の小学校で 25 人の児童が集団感染

したとの発表がありました。北海道新聞は、「患者の 
7 割が 20 歳未満に集中している。2 学期以降、学校 

 
内での集団感染を通じ、子供から家族へと感染が広 
がる可能性も高い。」と報じています。今一度、手洗

いやうがいを励行し、感染の予防に努めて欲しいと

思います。 
３ リングプル回収とチョボラ中学生の会 

 1 学期の終わり頃、生徒会から「リングプル集計

結果」が報告されていました。今年度の第 1 回目の

集計で、6262g のリングプルが回収されたようです。

生徒の皆さん一人一人の思いが結集して、この数字

になったわけです。大変うれしく思っています。３

階の生徒会室前には各クラスの集約状況が見やすい

表となって掲示されています。生徒会役員の工夫と

きめ細かな努力が感じられ、この取組を高く評価し

ています。 
 さて、中央区には、８つの中学校で組織する「チ

ョボラ中学生の会」というものがあります。これは、

柏中学校第 55 代生徒会長である坂本葉月さんが、

「人のためになり、身近にあるもので、無理なく継

続できる活動をやりたい」との思いから始めた、リ

ングプル回収運動のために設立された組織です。「チ

ョボラ」とは、「ちょっとしたボランティア」から名

づけたそうです。リングプル回収の目的は体の不自

由な人に、車椅子を贈呈することです。1 台の車椅

子を贈呈するには6百kgのリングプルが必要となり、

柏中学校単独では難しく、中央区の他の学校にも協

力を呼びかけ、中央区全体でリングプルを回収する

までにいたりました。今年は、12 月 21 日に、本校

体育館で車椅子の贈呈式が行われます。この贈呈式

には、各学校の生徒会会長も参加します。これから

も、「チョボラ中学生の会」の取組がますます発展し

ていくことを切に願っています。 
４ 実り多い 2学期になることを期待して 

 今日から 2 学期が始まりますが、2 学期は、12 月

25 日の終業式まで、約 4 ヶ月の長丁場の学期です。

まず、1 学期の学びをベースにしながら、1 時間、1
時間の授業に集中して取り組むことが大切です。皆

さん一人一人が目標をしっかりもって、着実に学力

の向上を目指してください。 
 また、2 学期は、陸上競技記録会、文化祭等の大

きな学校行事が予定されています。様々な行事や活

動を通して、学級の団結力や学年の連帯感をはぐく

んでほしいと思います。特に 3 年生にとっては、一

つ一つの取組が、義務教育最後の陸上競技記録会、

義務教育最後の文化祭となります。悔いの残さぬよ

う、最高学年としてのリーダーシップを発揮してく

ださい。また、1･2 年生にとっては、それぞれの行

事や活動のねらいをしっかりおさえ、何事にも積極

的に取組み自分を磨くとともに、学級や学年の中で

のよりよい人間関係を築いていくよう努力していく

ことがとても大切です。終わりになりますが、この 2
学期、様々な場面での皆さんの活躍を期待し、始業

式のお話とします。 



Information 
 ４名の教育実習生が着任しました。 
                
新学期がはじまると同時に 4 名の教育実習生が着

任しました。生徒たちとの豊かな触れ合いの中で、

共に学び、共に成長していく関係を築いていくこと

ができるよう支援していきたいと考えます。  
以下に、各実習生の着任の挨拶を掲載いたします。 

 
  高野 由梨恵 （国語、2 年 2 組所属） 
 
北海道教育大学札幌校か

ら参りました、高野由梨恵と

申します。担当教科は国語で、

所属学級は 2 年 2 組です。2
週間という短い期間ですが、

教育実習生として宮の森中

学校で学べることができて、

本当にうれしく思っていま

す。教員になることは幼いこ

ろからの夢だったので、この実習を通して得たもの

を自分の力とし、すばらしい生徒たちと一緒に私も

どんどん成長していきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
 
  相澤 由希 （音楽、1 年 1 組所属） 
 
 初めまして。札幌大谷大学

から来ました、相澤由希です。

今回、教育実習生として宮の

森中学校に来ました。担当教

科は音楽です。主に 1 年 1 組

の先生として実習しますが、

音楽の授業では全学年、全ク

ラスに参加しますので、生徒

と共に音楽の授業を楽しく

行いたいと思います。大学ではイタリア歌曲・フラ

ンス歌曲・ドイツリートなどの歌曲を学んでいます。

生徒にも興味をもってもらい、是非、話ができたら

と思います。よろしくお願いいたします。 
 
  八木 葉雪 （社会、2 年 3 組所属） 
 
 「生徒ひとりひとりにとっ

ての、友達以上、姉未満的な

存在になること。」これが私

の大きな目標です。友達のよ

うに仲良くなり、一緒に楽し

みながら学んでいく。しかし

教師として、しっかりした自

分を持っていなくてはいけ

ないので、何でも相談できる

ような信頼される姉のようになる。ただプライバシ

ーの問題もあり、本当の姉のようになるのは難しい

ので“未満”ですが･･･。私だけでなく生徒たちにと

っても、温かくそして優しく心に残るような思い出

を作りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 
  吉田 早希 （美術、2 年１組所属） 
 
 はじめまして、2 年生の

美術の授業を担当すること

になりました、吉田早希で

す。私は愛知県の芸術大学

で陶磁器の勉強をしていま

す。宮の森中学校は私の母

校です。卒業してから随分

とたちますが、再びこの学

舎で、生徒の皆さんと勉強

できることを嬉しく思います。3 週間の実習の中で

自分の中学時代を懐かしみながら生活し、生徒の皆

さんや先生方から、多く学び、吸収して、教師への

道を前進していきたいと思います。短い期間ではあ

りますが、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※8 月、9 月行事予定に関しましては 173 号で提示

しましたので、今月は掲載いたしません。ご了

承ください。 
 
 間もなく、陸上競技記録会です 
 
 ２学期開始早々ですが、9 月 15 日（火）には陸上

競技記録会が以下の目的のもと、円山陸上競技場で

行われます。 
 
 
 
 
 
 競技種目は、ほぼ例年並みで、全員必修の 100M
走、選択種目として（トラック：200M、女子 800M、

男子 1500M ・ フィールド：走り幅跳び、走り高跳

び）、他に選抜リレー（女子 400M、男子 800M、男

女混合リレー）となります。お忙しい折かとは思い

ますが、是非お子様の一所懸命、競技に取り組む姿

を応援に来ていただければ幸いです。 
 
 年間予定表に変更があります。 
 
 年間予定表では 10 月の「授業参観、学年 PTA、

進路説明会」が 30 日（金）となっておりましたが、

他の行事との関係で 29 日（木）に変更になります。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお

願いいたします。改めまして、10 月の行事予定でご

連絡いたします。 

人との出会いからは価値観の広がりが生まれ

ます。価値観の広がりは豊かな人間性や、自他

の尊重に大きくかかわります。教育実習生との

出会いを通して、世代の近い価値観と触れ合う

機会を持てることも貴重な経験であると考えて

います。この出会いを双方にとって価値のある

ものとするために学校としても力を尽くしたい

と考えますので、ご家庭でもご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

◎陸上競技の学習成果として校区内にある公

認陸上競技場で発表し、記録に挑戦する。

◎各自が目標を持ち、粘り強い意志と意欲的

に参加する態度を養う。 


