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２学期を終えて 

《h21 年度 2 学期終業式 校長講話より》 
校長 日下部 憲一  

 8 月 24 日から始まった

2 学期も、今日無事終業式

を迎えることができまし

た。生徒の皆さんにとって

は、本当に長い 2 学期だ

ったことと思います。特に、

今年は新型インフルエン

ザの流行で 2 学期の学校

行事が延期されたり、ある

いは中止になるなど大変厳しい学期だったと思いま

す。しかし、生徒の皆さんの行事を成功させたいと

の思いや努力が実り、 小限の縮小でおさえること

ができました。それでは 2 学期終業式に当たって 3
つお話します。 
 
１ 実り多かった 2 学期 
この 2 学期、数多くの学校行事や教育活動があり

ましたが、やはり「協奏曲」のテーマを掲げた第 24
回文化祭は、生徒の皆さんにとっても、様々な学び

を深め、充実感、達成感のあった取組の一つだった

と思います。私の三十数年の教師生活の中でも、と

てもインパクトのある学校行事として、今でも心に

残っています。文化祭は、新型インフルエンザの影

響で 1 週間延期しましたが、10/9~10 の二日間で延

べ 5 百名を超える参観者で盛り上がりました。生徒、

教師、保護者、そして地域の方々がかもし出すエネ

ルギーが「四重奏」として響き合い、発表者と参観

者の心が交流し、感動と思い出が生まれました。宮

中の光り輝く文化と伝統を参加者みんなで確認し合

った文化祭でした。 
一方、学習面でも成果が上がった 2 学期だったと

思います。私はできるだけ校内を巡回し、皆さんの

授業の様子を見てまわりましたが、落ち着いた授業

態度でどの教科も意欲的に授業に参加していました。

授業を通しての質問、発表、話し合い、そして集中

した中にも家庭的な温かい雰囲気があり、私は、皆 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

さんの授業態度は宮中の財産であり、誇りでもある

と強く感じています。 
また、本校は道徳の授業にも力を入れています。9

月の 1 年生の授業、10 月は 3 年生、そして 11 月 19
日には、2 年生 3 クラスが研究授業を行いました。

授業のねらいを理解し、熱心に考え、積極的に話合

いの活動に参加していたとの印象が残っています。

道徳の時間は、主に読みもの資料を通して主人公の

言動や生きかたについて考えたり、自分自身の生活

を振り返り、人間としてより良く生きるためにどう

したらよいかを教師や仲間とともに考える時間です。

道徳の授業というのは、すぐ目に見えて成果が表れ

るものではありませんが、1 時間の授業を通して自

分自身のこと、他の人や友人のこと、自然や社会の

ことについて理解や考えを深めることができ、人間

性豊かな生き方につながります。これからも道徳の

授業 1 時間 1 時間を大切にしてください。 
さらに、この 2 学期は個人として取り組んだ様々

な活動に対して、全市的に、全道的に、あるいは全

国的に高く評価された生徒がたくさんいました。先

ほど紹介しましたが、「席書大会」や「税についての

作文」、「さっぽろこども環境コンテスト」、「日本学

生科学賞」、「新エネ・太陽電池工作コンクール」、「ピ

ティナ・ピアノコンぺティション」、「YAMAHA エ

レクトーンコンクール」そして「英語暗唱大会」な

どに作品を応募したり、発表するなどして素晴らし

い賞を受賞しました。今回の表彰を励みに更なる活

躍を願うとともに、一般生徒の皆さんの新たな挑戦

も期待しています。 
２ エコライフレポートについて 
 夏休みにも実施しましたが、冬休みもエコライフ

レポートに取り組んでほしいと思います。これは、

地球温暖化の主な原因となる二酸化炭素排出量の削

減をめざし、札幌市が「さっぽろエコ市民運動」と

して取り組んでいる児童・生徒用ヴァージョンです。

特に冬休みは、「服をもう 1 枚着るなどして、暖房の

設定温度を１℃下げる」、「電気ポットや炊飯ジャー

の保温時間を短くする」の２項目が冬の重点エコ行

動として掲げられています。 
 また先日、上田文雄札幌市長から札幌市立宮の森

中学校生徒会のみなさんへと「かんきょう元気通信」

のメッセージが届きました。上田市長は、冬のエコ

ライフについて次のように述べています。「札幌市で

排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの 35%は、

２学期が終了しました。目標に対する自分の位置を捉える時期です
多くの成果を残して２学期が終了し、冬季休業に入ります。今年 1 年を振り返り、来年に向けての展

望を持つ時期であると同時に、２学期までの評価を３学期に生かすために目標を再確認する時期でもあ

ります。その指針にしていただくため、校長先生の２学期終業式でのことばを以下に掲載します。保護

者の皆様とともに方向性を共有し、子どもたちのよりよい成長につなげたいと考えています。 



みなさんの日常生活、つまり電気やガス、灯油など

を使うことによるものです。しかも、この割合は全

国平均の 14%と比べて 2 倍以上も高くなっており、

冬にストーブやお湯、電気ヒーターなどをたくさん

使う生活スタイルが原因の一つと考えられています。

私は寒く厳しい自然環境にある札幌の生活ではあり

ますが、市民のみなさんにこの冬の生活をもっと工

夫して、札幌市から排出される温室効果ガスを減ら

したいと思います。そのためにはみなさん一人一人

の取組が重要です。この冬休みも学校全体でエコラ

イフレポートに取り組むことを期待します。」と結ん

でいました。上田市長の期待に応えるためにも、こ

の冬休みは、家族みんなで地球を守る行動にチャレ

ンジしてください。 
３ 有意義な冬休みに 
 12 月３日から 5 日間の日程で期末懇談会がありま

した。3 年生にとっては、 終的に自分の進路を選

択する、担任と本人、保護者による三者の話し合い

の場になったはずです。自分はこのような道を進み

たいと決めた以上は、自分の進むべき道に向かって

大限努力することが大切です。この冬休みは、し

っかり計画を立て、腰を据えてやるべきことをやっ

てください。 
 1、2 年生の皆さんは、担任の先生から様々なアド

バイスがありましたね。今日、通知表が渡されます。

評価・評定の数字ばかりでなく、所見欄にも目を通

し、自分の良さ、伸びた面を確認するとともに、反

省すべき点をしっかり受け止め、改善に向け努力し

て欲しいと思います。この努力は、来年あるいは再

来年、1、2 年生の皆さん一人一人が自分の進路を切

り拓くための大きな財産となってかえってくること

でしょう。 
 明日から約 3 週間の冬休みに入ります。この期間

は、年末・年始をはさむので気持ちが開放的になる

ことから、様々な問題行動や冬型の交通事故等が心

配されます。事件・事故に巻き込まれることなく、

悔いの残らない冬休み、有意義な冬休みにしてださ

い。3 学期の始業式、皆さんとこの体育館で元気な

顔で再開できることを楽しみにしています。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Information 
２学期個人の発表もがんばりました 
                

 前号では文科系の部活動での活躍を取り上げまし

たが、今回は校長先生の講話の中にもありました「個

人として取り組んだ活動」を記載します。（記載は学

校で把握できているものに限りましたのでご了承く

ださい。）皆さん本当にがんばりましたね。 

◎席書大会 

特選 小島 正樹(1-1)  清水  慧(1-3) 

秀作 中村 元紀(1-2)  本木 野乃花(1-2)  

村田  圭(2-2)  長谷川 晃央(2-3) 

◎日本学生科学賞北海道審査 

  読売新聞社賞  長谷川 晃央（2-3） 
◎新エネ・太陽電池工作コンクール 

  環境大臣賞   曽根 寛至（2-3） 
◎ピティナピアノコンペティション 

  優秀賞（全国） 高橋 桜子（1-1) 
◎YAMAHA ジュニアエレクトーンフェスティバル 09 

  全道銀賞    八木 映里香（2-2） 
◎第 30 回札幌市中学校英語暗唱大会 

  第６位     長谷川 千紘（3-1） 
◎札幌ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ姉妹都市提携記念英語弁論大会 

          藤本 有也香（3-3） 
 

５組パーティーが開かれました 
                

 生活単元学習で培った力を生かす場として、１２ 
月１７日（木）に５組パー 
ティーが催されました。 
 一つ一つの飾り、企画に 
アイディアと想いがこめら 
れており、大変心温まる集 
会だったと感じました。 
 ５組は年明け２月４日 
（木）～８日（月）にラルズプラザ札幌にてレイン 
ボーフェスティバルが予定されており、６日（土） 
の午前中に生徒が販売に出ています。ここでも素晴 
らしい作品の販売が期待できそうです。 

 
『１月の行事予定』 

 新学期は 15 日（金）が始業式です。この日からより良いス

タートを切れるように冬季休業の間、２学期の自己評価や残

り 3ヶ月の目標設定を行なわせていただければと思います。 

日 
曜
日

給食 主な行事 

15 日 金 給食
・始業式、中体連報告会 
・３年学年末テスト① 
・学年打合せ 

16 日 土   

17 日 日   

18 日 月 給食
・３年学年末テスト② ※５時間授業 
・校務部会  

19 日 火 給食
・スキー授業（２－１ ①） 
・英語科授業公開（小学校教師参加） 

20 日 水 給食
・スキー授業（２－２ ①） 
※６時間授業 （小学校始業式） 

21 日 木 給食
・スキー授業（５組 ①） 
・学年打合せ 
※５時間授業 

22 日 金 給食
・スキー授業（２－３ ①） 
・英語検定 

23 日 土 ×  

24 日 日 ×  

25 日 月 給食
・スキー授業（１－１、２ ①） 
・２年訪問学習Ａ（5，6校時） 

26 日 火 給食 ・校務部会 

27 日 水 給食
・スキー授業（１―３、４ ①） 
・学校徴収金振替日  ※６時間授業 

28 日 木 給食
・スキー授業（５組 ②） 
・ＰＴＡ下校指導日  ※５時間授業 

29 日 金 給食
・スキー授業（２－１ ②） 
・学年打合せ 

30 日 土 ×  

31 日 日 ×  

今年も子どもたち一人ひとりが生き生きと活動し、日々成

長していく様子が見られ、これも一重に保護者の方々の

本校に対するご理解とご協力があったからこそと、改め

て感謝申し上げます。 

来年も皆様にとりまして、よき１年になることをお祈り申し上

げます。 


