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３学期を迎えて 

《h21 年度 ３学期始業式 校長講話より》 
校長 日下部 憲一  

１ ３学期スタート 

 平成 22 年(西暦 2010 年)

を迎えました。今年の干支

は「寅（トラ）」です。トラ

に関することわざ、格言に

ついて調べてみましたが、

トラは何より肉食獣として、

強い、勇猛といった印象が

あり、恐ろしいもの、強い

ものの代表として使われる

例が多いようです。よく使

われることわざ・慣用句と

して、「虎穴に入らずんば虎児を得ず」とか「虎視

耽々」、「虎は千里往って千里還る」などがあります。

皆さんも、一度トラに関わることわざ・慣用句など

を調べてみるといいと思います。また、札幌円山動

物園には絶滅危惧種に指定されているネコ科最大の

動物であるアムールトラがオス、メス各１頭います。

このアムールトラと記念写真をとると１年間ご利益

があると人気のスポットになっているそうです。  
 今日から 3 学期が始まりますが、年度の中でも一

番短い期間にもかかわらず（3 年生は 41 日、１、2

年生は 48 日）一番大切な学期です。それは 1年間の

全ての活動の評価がなされる、まとめの学期だから

です。「終わりよければ全てよし」、という言葉があ

ります。皆さん一人一人が、宮中生としての自覚を

持ち、有意義な学校生活を送って有終の美を飾って

欲しいと思います。 

２ 努力は裏切らない 

 スピードスケートで中学生（幕別札内中）として

初めてオリンピック選手に選ばれた高木美帆選手は、

今、一番の話題の人です。中学生としてオリンピッ

クの晴れの舞台に出場することは、大変名誉なこと

であり、素晴らしいことだと思います。では、どん

な練習をしていたのでしょうか。スケートは冬のス

ポーツですが、夏場は、男子と一緒にサッカー部に

所属し、FW として活躍、チームプレーを通して心

身ともに鍛えていました。そして、スケート連盟の

強化合宿を含め、1 年間通して練習スケジュールを

立て、日々実践しながら努力を積み重ねた結果、名

誉あるオリンピック代表が誕生したわけです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、日本のマラソン界では、シドニーオリンピ

ック女子マラソンで金メダルをとった高橋尚子選手、

アテネオリンピック女子マラソンで金メダルの野口

みずき選手が有名です。高橋尚子選手は引退しまし

たが、野口みずき選手はまだ現役です。彼女は、「走

った距離は裏切らない」を座右の銘として日々努力

を積み上げ素晴らしい結果を残しました。 
 私もマラソンを趣味にしていますが、58 歳でフル

マラソン（千歳 JAL 国際マラソン）に出場し完走し

たときの感動は今でも忘れることができません。私

の目標とする大会は北海道マラソンです。昨年は、5
月の豊平川マラソンと洞爺湖マラソン、7 月の釧路

湿原マラソンに出場しましたが、ハーフは後半、フ

ルは 35 キロあたりからペースが落ち、納得のいくレ

ースはできませんでした。そこで 8 月末の北海道マ

ラソンに向けて、夏休み、8 月 12 日から 4 日間「自

宅合宿」と称し、朝は涼しいうちにサイクリングロ

ードを 20 キロほど走り、昼間はストレッチと筋トレ、

夜はスポーツジムでポイント練習を実践しました。4
日間の走行距離は 120 キロほどになりました。この

集中した自宅合宿の取組が自信となり、昨年の北海

道マラソンは後半息切れすることなく完走できまし

た。野口みずき選手の「走った距離は裏切らない」

を実感することができました。 
 勉強でも、部活動でも皆さん一人一人が目標を持

ち、集中して努力を積み重ねると、着実に一歩一歩

前進していくと思います。是非、「努力は裏切らない」

を心に留めこの 1 年間頑張ってください。そして学

校生活を充実させてください。 
３ 進学、進級に向けて 

 終わりになりますが、3 年生の皆さん。義務教育

も残り 3 ヶ月を切りました。目の前の進路に対し、

自分の目標に向かってひたすら突き進むのみです。

頑張ってください。 
 2 年生の皆さん。この 3 学期、実質的に色々な活

動で学校の中心となります。3 学期は、最高学年に

なるための準備期間としておさえ、何事にも積極的

に取り組んでください。 
 そして、1 年生の皆さん。あと 50 日余り学校に

来ると、皆さんは「先輩」と呼ばれるようになりま

す。新入生は、「先輩」から挨拶、言葉遣い、服装な

ど中学校生活の基礎基本を学びます。お手本をしっ

かり示せるよう、今のうちから規律ある生活、落ち

着いた学校生活を心がけてください。 

３学期、１年間の集大成の時期です。 
年が開け、平成 22 年（2010 年）が始まりました。改めまして本年もよろしくお願いいたします。 
一般には１月で年が開け、新年が始まりますが、学校の１年は３月まで続きます。この１月から３月

までの３学期は、短いながら学校の 1 年を総括する大切な学期です。自分の確かな一年間の足跡を自覚

し、新年度からの豊かな未来に向けての目標を設定できる、有意義な学期になるよう支援していきます。



Information 
３学期 次の目標を描いて 
                

 校長先生の講話にもあったように、３学期は、そ

れぞれの学年にとって次の目標を描き出す重要な時

期になります。1 年生は中堅学年へ、2 年生は最高学

年に進級する意識を確かにもち、自分自身の生活、

学習への目標を探していくことが重要です。そのた

めに、今年度を振り返り、自分の成長をしっかりと

らえさせることが必要でしょう。また、言うまでも

なく３年生にとっては、初めての進路への挑戦がま

っています。心身ともに不安定な日々が続くと思い

ますが、家庭で支えあってい

くことが重要です。特に体調

管理に関してはご家庭のご

指導が肝要ですので、何卒よ

ろしくお願いいたします。 
 
２年総合的な学習の時間「職場訪問」 
                

 2 学期、新型インフルエンザの影響で 2 年生の総

合的な学習の時間である「職業体験」が中止となり、

非常に悲しい思いをした生徒が多かったようです。

その補充的な意味をこめて２年生が職場訪問を行な

います。「仕事に従事する人を訪問し、お話を聴くこ

とで、職業理解に役立て、社会の一員としての意識

を高め、自分自身の生き方を考える」ことをねらい

としています。生徒たちが、リアリティーをもって、

望ましい「職業観」や「勤労観」をはぐくんでいけ

ることを期待しています。 
 
「雪」 スキー授業が始まります 
                

 現在、札幌市が教育の重点にあげ、各学校への実

践を進めていることに「雪、環境、読書」の３点に

着目した教育の展開があります。この 3 点に関して

も宮の森中学校では、以前から積極的に教育活動の

中に取り入れてきました。その中で、雪を積極的に

活用した授業作りで大きな位置を占めてくる「スキ

ー授業」が始まります。この学習は単に技術を学ぶ

だけではなく、以下の目的が設定されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記の目標の達成に向けて、保健体育科を中心に

努力していきますが、天候等に左右される学習であ

り、緊急の場合には、保護者

の皆様にもご協力いただくこ

ともあるかと思います。今一

度、お子様に手渡された「ス

キー学習実施のお知らせ」を

お読みいただいてご理解、ご

協力いただければ幸いです。 

小中学校の連携を求めて 
                

 学校教育の今日的な課題の中で、教育を学校のつ

ながりで見ていく動きが重要であるといわれていま

す。中学校は小学校や高等学校と協力、連携してい

くことで、生徒がより豊かに学んでいくことができ

るという考えです。本校では宮の森中学校区にある

各小学校との連携を進めてきています。夏休みや冬

休みの終了日が小中学校でずれていることを利用し

て、夏は小学校の児童が中学校で英語授業を体験し、

冬は中学校の授業を小学校の先生方が見学に来る取

り組みを継続しています。この冬の授業公開が 19 日

(火)に行なわれます。また、2 月 10 日には１年生の

総合的な学習の時間の一貫で、生徒が小学校を訪問

し、中学校の生活を紹介する場も設定しています。

これらの取り組みが「中１ギャップ」と呼ばれる意

識を取り払い、段差のない学びに生きてくることを

願って取り組んでいます。 
 

中体連 冬の種目が開始されています 
                

 中体連の冬の大会が開催されています。本校から

１月 4 日にはジャンプで渡辺陸太君（2-1）、中村直

幹君(1-3)が、クロスカントリーで野中歩君（1-2）が

出場し、全道大会に出場を決めました。続いて 6 日

にはアルペンで吉和祐太郎君（2-1）が全道大会に出

場を決めました。全道大会は 15 日～17 日にかけて

旭川市で行なわれます。各自の健闘を期待し、精一

杯の応援をおくりたいと思います。 
 
森山先生が２月から NASA に 
                

 昨年の新聞報道からもご存知かと思いますが、理

科の森山先生が、2 月 1 日～9 日までアメリカの

NASA に行きます。NASA で行なわれる「宇宙に関

する教育」についてのワークショップで発表を行な

うためです。この取り組みは、宇宙航空研究開発機

構（通称 JAXA）が NASA で行なわれるワークショ

ップにおいて日本を代表する宇宙教育の事例を紹介

してくるもので、北海道新聞には次のように紹介さ

れています。「（この取り組みは）NASA の広報業務

担当の民間会社が主催し、16 回目。世界中から 500
人以上の教育関係者が集まり、宇宙についての指導

方法などを発表、意見交換する。（中略）森山教諭は

わかりやすく対応の日周運動を教えるためのモデル

実験を発表する予定。」森山先生が多くの成果を持ち

帰り、生徒に還元してくれることを期待します。 
  

注意！通学路が狭くなってきています 

 学校前の通学路が雪のために非常に狭くなってお

り、車道に出なければ通れない場所が数箇所ある状

態です。（中央区の除雪センターとも相談をしていま

すが、19 日に排雪が入る予定です。）登下校時に車

との接触事故が心配されますが、自分たちで細心の

注意をはらう意識が重要です。学校でも十分に注意

を促していきますが、ご家庭でも冬道での交通安全

のご指導をしていただければ幸いです。 

※スキーを楽しむための基礎技能や発展的技能を

身に付ける。 
※冬の寒さを克服し、自然を利用した楽しみ方を

身に付ける。 
※心身お健康、体力の向上を図るとともに、自他

の安全に留意し、よりよいマナーを実践する。 


