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子どもは授業の場だけではなく、多くの機会を通

して学び、豊かな人格を形成していきます。特に学

校行事は仲間とのつながりや自己の目標の達成に

向けた粘り強さなど多くの経験を子どもに与えて

くれます。9･10 月は陸上競技記録会や文化祭など

大きな行事があり、子どもも大きく成長します。

陸上競技記録会(9/7)

朝はかなり強く雨が降っており開会が危ぶまれて

いた第22回陸上競技記録会でしたが、子どもたちの

想いが通じたのか、8時過ぎからは天気も回復し、秋

晴れの空が広がってくる状況の中、無事に実施する

ことができました。開催に際しましては、保護者の

方々のみならず、学校評議員の皆様や地域、町内会、

まちづくりセンターの皆様も駆けつけてくださり、

記録会を観戦していただきました。宮の森中学校が

地域にしっかりと支えられていることを感じた次第

です。改めまして、心より感謝申し上げます。

生徒たちの様子も素晴らしいものでした。一人一

人が自分の限界に挑戦している姿は、少しでも今の

自分を自分の努力によって成長させようとしている

意識を表しているように感じました。中には陸上競

技が苦手な生徒もいたことと思います。にもかかわ

らず、全員が精一杯自己ベストに挑んでいる姿には

胸が熱くなりました。その結果としての今年の記録

をそれぞれが大切にし、次の目標につなげていって

ほしいと願います。

これから大人に

なっていく過程で

は多くの壁が子ど

もたちの前に現れ、

それを乗り越えて

いかなくてはならない場面が増えてきます。その時

に、自分の得手不得手にかかわらず、自己のベスト

を尽くしていくことができる力が求められます。こ

の陸上競技記録会においては、自らそのような力を

はぐくんでいると感じました。

文化祭(10/1・2)

陸上競技記録会が終了してからは、文化祭への準

備が精力的に行われています。文化祭は合唱発表会

も包含された 2学期最大の行事で、以下のことを「ね

らい」としています。

文化祭は個と集団が織りなす行事であり、本校が

求める「自律(自立)と共生」に迫るものでもありま

す。この目標に向かって子どもたちの活動が主体的

かつ協同的に行われています。今年度のテーマは 2

年 1 組本村光揮君が考えた「瑠璃」で、そこに以下

のようなテーマ詩（3 年 1 組橋本真愛さん）、シンボ

ルマーク（2 年 2 組山形武史君）が採用されています。

シンボルマーク

今学校では様々な要因が重なり、行事のための活

動時間がなかなか取れない現状があります。その中

で生徒たちは、仲間との協同性をうまく活用し、自

分たちの創造性を発揮することで時間を生み出しな

がら、精一杯活動に向かっています。今がラストス

パートの時期で、どの程度完成に近付くかわかりま

せんが、保護者や地域の皆様には、ぜひともその成

果をご覧いただき、子どもたちに声をかけていただ

ければ幸いです。お忙しい時期かとは思いますが、

ご参観いただけますよう、よろしくお願い致します。

詳しくはプログラムをご覧いただきたく思います

が合唱、及びステージの演目のみ以下に紹介します。

学級 曲目 指揮者 伴奏者

５組

１－１

１－２

１－３

この星に生まれて

空高く

きみにとどけよう

Ｍｙ Ｏｗｎ Ｒｏａｄ

平野 哲

佐藤 日奈子

島川 孝二

野村 香奈

佐藤 駿輝

津田 智沙

２－１

２－２

２－３

青い鳥

あなたへ

虹

平峰 忠人

本木 野乃花

櫛田 英憲

大出 怜子

中田 直樹

川中 萌

３－１

３－２

３－３

ＨＡＮＡＭＵＫＥ

決意

初心のうた

栗山 朝華

草地 菜央

松井 航平

奥村 セイラ

八木 映里香

長野 桜子

ステージ

発表演目

1学年 「同窓会」

2学年 「ヒーロー」

3学年 「Ｆｒｉｅｎｄｓ」

子どもの豊かな成長への願い

一人一人がそれぞれの個性を発揮し、新しい

ものを創り出すとともに、その喜びを全校生

徒で共有する。

『瑠璃』（テーマ詩）

輝きに満ちた宝石

そして青く澄みわたる海のように

美しい瑠璃

一人一人の思いが輝き

一つになったその時

希望あふれる世界が広がる

永遠に続く栄光のかけ橋となって

みんなの心に光を照らす瑠璃のように



◆地域・文化作品展、PTAバザーの
表面で紹介した文化祭は、宮の森中

上げ、発信していく行事でもあります

校の文化は、言うまでもなく保護者の

域の皆さんと共に創り上げている文化

その考えのもと文化祭において、より

地域の皆さんとのつながりを深めるため

ー、及び地域・文化作品展を毎年実施

今年度も昨年同様に開催します。子どもたちの

と併せてご覧いただき、地域としての

いただければ幸いです。

◆教育実習生２人が着任します
先日で社会科の教育実習が終わりましたが

をずらして 10月 5 日(火)から養護教諭

の実習が始まります。着任する実習生

北海道教育大学
はじめまして。１０月５日か

ら２週間の間、教育実習生とし

て宮の森中学校で勉強させて

いただくことになりました、北

海道教育大学札幌校４年生の

對馬亜里沙と申します。

大学では養護教育を専攻し

ながら、保健室の先生になるた

めに日々勉強しています。なので、宮の

保健の授業をさせていただくことになりました

と健康のかかわりについて」、という難

業となりますが、今の自分の全力を持って

んばります。どうぞ、よろしくお願いいたします

また、大学ではダンス部に所属しています

かすことが大好きなので、宮の森中学校

ごす２週間が楽しみで仕方ありません。

しれませんが、素敵な思い出をたくさんつくれたら

と思っています。至らないことも多いかとは

が、たくさんのことを学ばせて下さい！

いします。

北海道教育大学

宮の森中学校のみなさん、こ

んにちは。１年３組でお世話に

なります、仲保藍子です。私は

北海道教育大学で保健室の先生

になる勉強をしています。今回

は１年生の保健の授業を行い、

みなさんに「健康」について深

く考えてもらいたいと考えてい

ます。

私の中学校時代は一言で表すと「悩」

のことで悩み、部活（バスケットボール

ことで悩み、友達のことで悩み、本当にいろいろなこ

とで悩みました。そしてその悩んだことが

作り、大きく成長させてくれたのだと思

さんはたくさん悩んでいますか？

２週間という短い間なので、たくさんの

したいと思っていますので、どうぞよろしくお

ます。

Information
バザーの実施

森中の文化を創り

でもあります。宮の森中学

の皆さんや、地

文化でもあります。

より学校とご家庭、

めるため、PTA のバザ

実施しています。

どもたちの活動

としての文化を考えて

わりましたが、時期

養護教諭（保健指導）

実習生を紹介します。

北海道教育大学 對馬亜里沙

の森中学校では

をさせていただくことになりました。「心

難しい分野の授

って、精一杯が

いいたします。

しています。体を動

森中学校の皆さんと過

。短い期間かも

をたくさんつくれたら、

いかとは思います

！よろしくお願

北海道教育大学 仲保藍子

」でした。勉強

バスケットボール部に所属）の

にいろいろなこ

んだことが、今の私を

思います。みな

たくさんの人とお話を

どうぞよろしくお願いし

『10 月の行事予定

以下に１０月の行事予定

行事活動が一段落し、しっかり

の時間を大切に過ごせる時期

のリズムを整えながら、自分

意義に活用できることが今後

己管理の力を身に付けさせる

です。また、健康に関しても

ていくうえで基礎的な力を

ます。しっかり食べて、しっかり

活管理も心がけてほしいと

特に３年生にとっては学力

トに向かう厳しい季節の始

力以外にも、体力、気力をバランスよくつけるよう

にご支援お願い致します。

日
曜
日

給食

１日 金 ×
≪安全衛生日
・文化祭
・午後準備活動

２日 土 ×
・文化祭
・PTA

３日 日 ×

４日 月 × ・振替休業日

５日 火 給食
・冬服完全実施
・教育実習生着任

６日 水 給食
・全校協議会
・生徒会役員立候補

７日 木 給食

８日 金 給食

９日 土 ×

10 日 日 ×

11 日 月 ×

12 日 火 ×
・札幌市教育研究推進事業
・3時間授業

13 日 水 給食

14 日 木 給食
・3年学力
・総合事前訪問日

15 日 金 給食
・生徒会演説会
・選挙管理委員会

16 日 土 ×
17 日 日 ×

18 日 月 給食 ・後期委員選出

19 日 火 給食
・第
・午前授業

20 日 水
給食

特学×
・宿泊学習

21 日 木
給食
2年×
特学×

・宿泊学習
・2年総合的

22 日 金
給食
2年×
特学×

・臨時休業日
・2年総合的

23 日 土 ×

24 日 日 ×

25 日 月 給食 ・局・

26 日 火 給食 ・職員会議

27 日 水 給食
・全校協議会
・PTA
・バザー

28 日 木 給食
・授業参観
・進路説明会

29 日 金 給食 ・生徒会認証式

30 日 土 ×

31 日 日 ×

行事予定』

行事予定を掲載します。１０月は

しっかり自分を見つめ、自分

時期です。落ち着いて生活

自分の時間を計画的に、有

今後にとって重要です。自

けさせるにはもってこいの季節

しても、これから冬に向かっ

を付けることが必要になり

しっかり運動するような生

がけてほしいと考えています。

学力テストＢから定期テス

始まりになりますので、知

をバランスよくつけるよう

。

主な行事

安全衛生日≫
文化祭①
午後準備活動（弁当持参）
文化祭②
PTA バザー、地域文化作品展

振替休業日
冬服完全実施
教育実習生着任（養護教諭）
全校協議会（反省）・選挙管理委員会
生徒会役員立候補〆切

体育の日

札幌市教育研究推進事業
時間授業 ・避難訓練(3 校時)

年学力テスト B ・選挙管理委員会
総合事前訪問日（2学年）
生徒会演説会(6 校時) ・英語検定
選挙管理委員会 ・教育実習生離任

後期委員選出（6校時）

第 2回校内研修会
午前授業（3年 3組 5校時研究授業）

宿泊学習①（特学）

宿泊学習②（特学）
年総合的な学習の時間 訪問学習

臨時休業日（特学）
年総合的な学習の時間 訪問学習

・専・年協(3 役選出、活動計画)

職員会議（完全下校）

全校協議会 ・学校徴収金振替日
PTA 運営委員会(15:00)

・バザー実行委員会反省会
授業参観 ・学年 PTA(1，2 年)
進路説明会(3 年) ・学校説明会

生徒会認証式(6 校時) ※諸活動禁止


