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す。本校でも、仲間づくり、集団づくりの形は各学

年によって様々ですが、集団としての意識は確実に

学年にふさわしい発達を見せています。仲間づくり
長長かかっったた 22 学学期期がが大大ききなな

成成果果とと共共にに終終わわりりまますす
2 学期の成長に寄せて

教頭 小路 徹

校の 1 年間の中で、最も長く、充実している 2

が本日で終わります。保護者の皆さんも、生徒

んなもホッとしていることと思います。私たち

員も 2 学期は「子どもたちを成長させる時期」

う責任と自覚のもと、緊張感をもって過ごして

した。子どもたちの様子を見ますと、どの学年

一様に成長の跡が見られ、私たちも少しホッと

いるのが正直な気持ちです。

校の1年間のサイクルは植物の育ちに似ていま

1 学期は芽吹きの季節、成長への準備をする時

す。2 学期は開花の季節、成長し次への準備を

時期でしょう。そして 3 学期は結実、種子散布

期といえます。2 学期は子どもたち一人一人が

な花を咲かせることができるように幾つかの

時期を設けていました。9 月は体育的な成長を

する場として「陸上競技記録会」、10 月は文化

成長を実感する「文化祭」、11 月は学習の成果

感する時期、12月は学年集会など振り返る場等

れに当たります。宮の森中学校の生徒は何にで

心に取り組みます。その意欲がどの場において

揮され、それぞれに実感を伴う成果となって子

に還元されたと思います。2 学期で咲かせた花

それぞれ、色や形や大きさが違いますが、どの

個性あふれる花を咲かせたことは確かです。特

年も各学年らしい成長が見られたのがうれし

じられるところです。3 年生は最高学年として、

背中で後輩に語れるような姿を見せ、2 年生は

一人の個性を大切に努力を続ける中堅学年と

、1 年生は新鮮さとチャレンジ精神を表に現し

れました。全体として望ましい成長を遂げてい

。その陰には、ご家庭の皆様のご協力があった

も推察され、改めて学校と家庭の連携が子ども

長させていくのだと実感しています。

のような具体的に見える成果とともに、2 学期

校生活は子どもたちの意識の中にも大きな成

残しています。それは「仲間」「自分の周り」

する意識です。

どもたちは中学校卒業後も、必ず自分の周りの

とのかかわりの中で生活をしていきます。そこ

する意識やかかわり方を学ぶことがとても必

なるわけです。それを自然と身に付けていくこ

できるのは学校生活の中でも、特に 2 学期の特

のでしょう。この「仲間」に対する意識は、子

の成長の段階に応じて様々な姿で現れてきま

は適切な距離感に表れます。1 年生は距離感が分か

らず、近付き過ぎたり、離れすぎたりしながら、そ

の距離感をつかんでいく時期だと言われます。その

ために集団の中で多くの葛藤が生まれます。この葛

藤なしに次の段階には行けないともいわれます。多

くの葛藤を集団の中で一つ一つ解決していくこと

で、距離感が学ばれるのでしょう。2 年生は集団を

作るために距離感を近づけようとする時期です。集

団や仲間づくりを意識していると必然的にその距

離を近づけようとします。近付き過ぎた距離感は、

自分の中に矛盾をうんだり、相手の意識をかって見

えづらいものにしていくことに気付いていく学年

です。集団として醸成していくためには、この時期

の葛藤を持つ必要があります。1 年生、2 年生とも

様々な部分でよい集団を目指したい意識が生じて

います。そのせいで個人の中にも多くの葛藤や悩み

が生じていたのではないでしょうか。学校の中では、

それを踏まえて指導を展開しています。さて、3 学

年はこの距離感が最適化

される時期でもあります。

自分と周りの距離感を場

合に合わせて調整してい

くことができる生徒が多

くなり集団が落ち着きと

向上を求めるようになり

ます。3 年生は正にこの時期

の牽引役としていろいろな

える行動が見られた 2 学期で

感は先にも書きましたように

が生きていくうえで非常の重

様な力も育まれていること

みてください。

個人、集団ともに花を咲か

は、その花をもとに更なる成

いこうとしています。さらな

次の目標を設定することと、

分の今の位置を確かめること

3 学期を迎えられるように、

を振り返り、しっかり自分自

を描くような休みにしてほし

た、3 年生にとっては、次の

分自身の進路の実現という

迫っています。この課題のク

げる休みとなることを祈って

「年度」としてはまだ途中

すが、今年 1年の保護者の皆

とご協力に感謝すると同時に

様のご多幸をお祈りしており
を迎えています。全校

場面で素晴らしいと思

した。この集団の距離

、これから子どもたち

要になる力です。この

をご家庭でも意識して

せ成長した子どもたち

長に向けて力を付けて

る成長に必要なことは

その目標に向けての自

です。それを見据えた

冬休みは今までの自分

身を評価し、次の目標

いと願っています。ま

展望を開くために、自

大きな課題が目の前に

リアにむけて全力を注

います。

ではありま

様のご理解

、新年の皆

ます。

3 年学年レク(12/17)より



◆冬休みの安全と家庭生活
先に指導部から、冬休み期間の注意事項

通安全」と「ネットトラブル」のプリントが

たと思います。少し異質な取り合わせかと

しょうが、今、生徒が一番巻き込まれやすい

して 2 点を挙げさせていだだき、ご家庭

お願いしたものです。冬休みを迎えるにあたって

非ご家庭でプリントを再確認していただきたく

ます。特にネットトラブルに関しましては

の中でルールを決め、保護者の目の届

ットアクセスをお願いします。また、

めた問題点は生徒の自己管理意識にあります

く、学校という枠から開放される長期休業

自己管理意識が緩む傾向にあります。

自分で意識的、計画的に管理し、基本的

を崩さないことが重要です。生徒の自己管理意識

伸ばし、これらの危険から、自ら身を

はぐくんでいきたいと思っています。

◆ソニー教育プログラム奨励賞受賞

各種教育を支援する財団法人の一つ

育財団があります。このソニーでは毎年

好きな子どもを育てる」という論点で

ムを募集しています。今回宮の森中の

合的な学習の時間等を本校理科教師

ントリーしたところ、学校として奨励賞

ことができました。学校としての受賞

内容は生徒の姿を描いたものであり、

むすべてが評価されての受賞といえます

みにまた、生徒と共に努力していきたいと

◆スキー学習１月から開始
今、札幌市内の学校では共通課題として

境」「読書」という３つがあげられます

育活動に活かしていく活動に各校が工夫

います。そのため、スキー学習を新たに

増えてきています。本校は、地域的な

ながら、開校当初から伝統的にスキー

中に取り入れてきました。その、伝統

業が１月から始まります。現地集合、

われるものですから、参加する生徒の

てきます。体育の時間に衛藤先生から

資料はご家庭に届いているとは

思いますが、ご家庭でもう一度

お子様と確認の上、活動の意図

や注意事項を徹底していただけ

れば幸いです。

◆環境教育に向けて
先日、2年 3組の道徳の研究授業が

員が森山先生の「自然の崇高さ」をテーマにした

業を参観し、それを素材によりよい道徳授業

方について検討し、研鑽を積みました

生徒が身近な自然を捉える事の大切さや

広げて考えることの意義が改めて重要
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みました。その中で、

さや、価値観を

重要であることが

確認されました。この自然

わち「環境」を見つめることにもつながります

校は学校のカリキュラム全体

りをとらえたものが多くなっています

校を取り巻く自然環境に起因

今後とも「環境教育」を意識

います。本校では札幌市の

を全員に書いてもらっています

実践してみるなど、ご家庭

子様と共に考えていただければと

また、1月 5日～14 日には

幌のエルプラザ」において環境

テーマにした中学生の発表展

行われます。その中に本校科学部

の展示もありますので、是非行

てご覧いただければと思います

『1 月の行事予定
以下に１月の行事予定を

な目標を描く月です。新たな

なりたいのか」「どのような

具体的な目標を描けるかが

す。1 年の始まりに際しまして

と一緒に考えていただくよう

日
曜
日

給食

１日 土 × 元旦

２日 日 ×

３日 月 × ・学校閉鎖

４日 火 ×
５日 水 ×
６日 木 ×

７日 金 ×

８日 土 ×

９日 日 ×

10 日 月 × 成人の

11 日 火 ×

12 日 水 ×

13 日 木 ×

14 日 金 給食
≪安全衛生
・始業式
・3年学年末

15 日 土 ×
16 日 日 ×
17 日 月 給食 ・3年学年末

18 日 火 給食
・スキー
・英語科授業公開

19 日 水 給食 （小学校始業式

20 日 木 給食 ※5時間授業

21 日 金 給食
・スキー
・英語検定

22 日 土 ×

23 日 日 ×

24 日 月 給食 ・スキー

25 日 火 給食

26 日 水 給食 ・スキー

27 日 木 給食
・学校徴収金振替日
・テスト

28 日 金 給食
・スキー
・PTA
※5 時間授業

29 日 土 ×

30 日 日 ×

31 日 月 給食
・スキー
・PTA

自然をみつめることは、すな

つめることにもつながります。本

全体に「環境」とのかかわ

くなっています。宮の森中学

起因していると思いますが、

意識していく必要を感じて

の「エコライフレポート」

ています。冬休み中に実際に

家庭でも環境教育についてお

えていただければと考えています。

には「札

環境を

発表展が

科学部

是非行っ

います。

行事予定』
を掲載します。1 月は新た

たな１年間、「人間的にどう

どのような力を付けたいのか」など

が重要なポイントになりま

しまして、ご家庭でもお子様

えていただくようお願いいたします。

主な行事

学校閉鎖（12/29～1/3）

の日

安全衛生の日≫
始業式 ・中体連報告会
年学年末テスト① ※4時間授業

年学年末テスト② ※5時間授業
・スキー授業(2-1,2) ※6 時間授業

英語科授業公開（小学校対象）

小学校始業式） ※6時間授業

時間授業

スキー授業(2-3)
英語検定 16:20～

スキー授業（1-1,2）

・スキー授業(1-3) ※6時間授業

学校徴収金振替日
・テスト範囲表配布
・スキー授業①（特別支援）

PTA 下校指導
時間授業 完全下校

・スキー授業(2-1,2)
PTA 運営委員会




