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ろんなことに挑戦し、

実り豊かな
学校長

（始業式校長講話

月23日から２学期が

りました。夏休み中、

な事故もなく、全校生

元気に顔を合わせる

ができたことを大変

く思っております｡

の夏は、例年になく暑

が多かったので、涼を求め、海や

に家族揃って出かけることも多かったのではな

と思います。

業式には次のようなことを子供たちに

い夏休みも終わり、今日から２学期が

を皆さん元気な顔をそろえて始められることは

とです。

て、皆さんは夏休みをどのように過ごしましたか

例年になく猛暑で、蒸し暑い日が続くなど

多く、とても大変な一ヶ月ではなかったでしょうか

では25度以上の夏日が続くとの予報

き締めて充実した２学期のスタートを切

。

休み中は文化系の部活動が大活躍

に、吹奏楽部は８月４日に行われた

クール札幌地区大会においてみごと金賞

の全道大会に出場を決めています。科学部

・３年生の皆さんが宿泊学習で体験している

宿に出かけ大きな成果を上げたと聞いていますし

、コンクールの出品に向けて北海道神宮

活動が報告されています。その他、体育系

新人戦に向けて厳しい練習が続いていました

、自主的に登校して先生から勉強を教

られました。

豊かな成長を期

、

かな２学期を
谷 直人

始業式校長講話より）

や山・キャンプ

かったのではな

たちに話しまし

が始まります。この始

められることは、大変嬉し

ごしましたか。今年の夏

くなど、過ごしにくい

ではなかったでしょうか。今週、

予報であります。気持

切るよう期待してい

大活躍を見せてくれまし

われた全日本吹奏楽

金賞を獲得し、９月

科学部では、すで

している植松電気

いていますし、美術

北海道神宮に出かけるな

体育系の部活動で

いていました。

教わる人も見

今日から１２月末までの四ヶ

ります。この期間の季節は、北国

寒さの厳しい冬が巡ってきます。

３年生にとっての２学期は、進路

があります。いろいろな困難があるかもしれませんが

ち勝つ、たくましさを持って欲しいと

が目的を持って、進学したい学校

に向けて努力してください。

２年生は部活動では、もうすでに

の中心となって活動が開始されています

き伝統を受け継ぎ、より素晴らしいチームづくりに

い。生徒会活動でも役員選挙

して、本校を背負って立つ学年

しております。

１年生は中学校の生活にも

をつける大切な時期です。中学校生活仕上

取り組む３年生の姿勢をしっかり

考にして欲しいと思います。

これから始まる２学期は、陸上競技記録会

大きな学校行事があります。これらの

合って、気持ちを一つにして創り

学年の力が試される行事と言

一人が意欲的・積極的に取り

て欲しいと思います。

さらに、教育実習生として本校

任されたり、ＡＬＴの先生も９月に

学期になるのではと期待しております

最後に、この休み中に用務員

スでピカピカに磨き上げてくれました

多くの人に支えられていることを知

校舎を大切に使ってください。

子供たちが、いろいろなことに

レンジ)”し、自然の実りと

ることを願っております。

今学期も保護者・地域の

何卒よろしくお願い申し上

期して 2 学期がスタートします

ヶ月にわたる長い２学期が始ま

北国の短い夏から実りの秋、そして

進路の選択という大きな課題

があるかもしれませんが、それらに打

しいと思います。そして、一人一人

学校や進路を選択し、その実現

もうすでに新人戦に向けてチーム

されています。先輩たちの残した良

らしいチームづくりに励んでくださ

役員選挙があり、いよいよ「宮中の顔」と

学年となります。活躍を大いに期待

にも慣れ、中学生にふさわしい力

中学校生活仕上げの諸行事に

をしっかり見て、宮中の伝統づくりの参

陸上競技記録会や文化祭と、

これらの行事は、学級の力を出し

り上げるものです。まさに、学級や

言ってもよいでしょう。皆さん、一人

り組んで、どの行事も成功させ

本校で実習する教生先生が着

に着任されるなど実りの多い２

しております。

用務員さんが、各階の廊下をワック

げてくれました。皆さんの学校生活は、

知っておいてください。そして、この

いろいろなことに果敢に“挑戦(チャ

りと同じように大きく成長す

。

の皆様のご理解とご支援を

上げます。

がスタートします



教育実習生が着任しました

１年３組に社会科を担当

する教育実習生が着任しま

した。着任のあいさつを掲

載します。

教育実習生

南 村 由 衣

はじめまして。藤女子大

学文学部総合学科から教育

実習生としてきました、南村由衣と申

教科は社会科で主に一年生の授業を担当

だきます。教育実習では今までの「教

た私が実際の教育現場で、「教える側」

立つことで教師という仕事がどのようなものかを

ることができるとても貴重な機会だと

たった 3 週間という短い期間ではありますが

森中学校の一員として多くのことを学

きたいと思います。至らない点が多くあると

すが、一生懸命頑張りますので、よろしくお

ます。

◆おめでとう吹奏楽部！金賞受賞！
夏休み中の 8 月 4 日に行われ

た全日本吹奏楽コンクールで本

校吹奏楽部が、見事、金賞に輝

きました。さらに、金賞に加え

て全道大会への出場も勝ち取っ

ています。

本校部活動の生徒たちは、素直に、

毎日の部活動に取り組んでいます。その

吹奏楽部も例外ではなく、毎日非常に

取り組んでいます。特に、音が校舎の

ようにと考え、できる限り窓を閉めて

今年の様に暑い夏には非常に大変だったと

す。また、あれだけの人数を自分たちの

あげていくことも、並大抵のことではないと

す。きっと、様々な葛藤があり、それを

結果が今回の受賞につながったのでしょう

苦労を乗り越えての受賞であることは

人にとって、これからの生活に大きな

くれたように思います。これから 9 月

会（会場：kitara）に向けて活動がさらに

ると思いますが、健闘を期して、全校

ールを送りたいと思います。
◆運動系の部活は「新人戦」が

また、運動系の部活動も新人戦を始

な大会が始まる時期です。努力すること

の過程を大切にすることを意識して次

果を残すことを期待しています。

その、先陣を切って野球部が中央区軟式野球新人

戦（クボタ杯）で見事、優勝を果たし

き 2 連覇を成し遂げています。この勢

つなげていってほしいと考えています

しました

申します。担当

担当させていた

教わる側」だっ

」として教壇に

がどのようなものかを知

だと思っています。

ではありますが、宮の

学ばせていただ

くあると思いま

よろしくお願いし

Information

！

、そして熱心に

その中にあって

に熱心に演奏に

の外に漏れない

めて行う練習は、

だったと思いま

たちの力でまとめ

のことではないと考えま

それを乗り越えた

につながったのでしょう。幾多の

であることは、生徒一人一

きな意義を与えて

月 5 日の全道大

がさらに活発にな

全校で精一杯のエ

が近づいています

始め、いろいろ

すること、取り組み

次につながる成

中央区軟式野球新人

たし、昨年度に続

勢いを新人戦に

えています。

◆陸上競技記録
今年度の陸上競技記録会

す。この行事の目的は以下

★各自が目標を持ち、記録

志を養う。

★陸上競技を通し個人ｽﾎﾟｰﾂ

★自主性､共同､公正､ﾌｪｱﾌﾟﾚｲの

生徒たちはこの目標を念

頭に置きながら、本記録会

に向け、体育の授業を中心

に練習を行っています。

この行事の目標達成に向

けて、生徒たちが定めたス

ローガンは「Do Our Best

（3年 3組村山千晶 案）で

「私たちのベスト」と言っている

されている感があります。

シンボルマークは右のような

子 作)で、一生懸命さと、

さが表れているようで、自身

し切って記録会に臨もうとする

きます。当日まで暑い日が

すが、学校としましても健康

り本行事に取り組ませたいと

ましたら、当日は保護者の

山陸上競技場まで足をお運

喜ぶと思います。何卒、よろしくお

◆登下校の安全に関して
新学期が始まり、生徒たちは

います。この元気な笑顔を

学校の大切な役割であると

毎朝、学校長をはじめ教職員

迎えています。その際、学校前

学状況が気になります。歩道

か歩道がない部分もあります

並び車道にはみ出したり、

押し出される等の状況が見

たタイミングで事故になりか

学校としても幾つかの対策

先日も、夏休み前、PTA

導を行った折に撮影した VTR

指導委員の皆様のお話）を

視聴させました。このような

には自分の身を自分で守る

考えています。ご家庭でも

いたします。

加えて、8 月 12 日に宮の

会議の通学路に関係する皆様

「通学路の安全対策会議」

で、これから冬にかけての

し、地域と共に実施していく

れから安全対策に関して、

ろとご協力を仰ぐこともあるかと

理解ご協力をよろしくお願

陸上競技記録会が 9 月 7 日に実施されま
以下にあげる 3 点です。

記録に挑戦する粘り強い意

ｽﾎﾟｰﾂの楽しさを経験する。

ﾌｪｱﾌﾟﾚｲの精神や態度を養う。

念

本記録会

中心

向

めたス

Best」

で、

っている部分に目標が凝縮

。

のような図案(3 年 3 組髙木靖

、それに伴う達成感、楽し

自身の持てる力を精一杯出

もうとする姿勢がよく伝わって

が続きそうな気配がありま

健康、安全には十分気を配

ませたいと思います。時間が許し

の皆様・地域の皆様にも円

運びいただければ、生徒も

よろしくお願いいたします。

して
たちは元気に登校してきて

を安全に守っていくことも、

であると教職員一同考えており、

教職員が安全確認をしつつ出

学校前の通学路における通

歩道の幅が狭く、片方にし

もあります。そこを通る際に横に

、ふざけ合って突然車道に

見て取れます。ちょっとし

になりかねないと常々憂慮し、

対策を実施してきています。

PTA 校外指導委員会の安全指

VTR（子どもの様子と校外

を朝の時間を用いて生徒に

このような活動を通して生徒たち

る意識をはぐくみたいと

でも、ご指導よろしくお願い

の森中学校区健全育成推進

皆様に集まっていただき

」を開催しました。この中

にかけての安全対策をいくつか検討

していく確認を行いました。こ

、保護者の皆様にもいろい

あるかと思いますので、ご

願い致します。


