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新新たたなな道道をを探探ししははじじはじじめめるる
自分づくりへの努力

始業式「校長講話

く感じた冬休みも終わり、14 日の

が始まりました。

業式では学校長から年頭のあいさつに

ような概要の話がありました。

大雪に見舞われ、厳しい寒さが

、登下校や外出時には冬型の事故

てください。また、インフルエンザの

されるため、健康管理も十分に行

い。併せて、3 学期は短い期間ですので

学習へのしっかりとした目標を

です。同時に、これからは『臨機応変

じ、状況に応じ、自分で考え判断

頼りに生きていく生き方が大切になります

節目でこれまでの自分を振り返り

来を見通してみることが必要であり

自分の足跡が将来の自分につなが

など、『自分づくりへの努力』を

のです。」と 3 学期を通しての目標作

触れました。

その後、各学年の『自分づくりへの

て「3 年生にとっての 3 学期は自分

を決定しなければならない試練

す。自分の将来を自分の力で判断

決定するという機会を大切に受

必要です。そのためにも、後悔しないように

ひとりが『やるだけやった』という

終えられるように努力してください

2 年生は中堅学年から、いよいよ

としての、まとめ役を実践する時期

ちが築いてきたよき伝統を受け継

33 学学期期ののススタタ

努力を

校長講話」から

の始業式から 3

のあいさつに続いて

さが続いています

事故に十分気をつ

インフルエンザの流行も懸

行っていただき

ですので、生活

を持つことが大

臨機応変』、時に

判断し、自分の力

になります。節

り、これからの

であり、一日一日

につながっていくこ

を続けてほしい

目標作りについ

づくりへの努力』につ

自分の将来の進

試練の時でもあり

判断し、自分の力

受け止めること

しないように一

という実感を持っ

してください。

いよいよ宮中のリーダ

時期です。先輩

継ぎ、どの中

学校にも誇れる宮中にす

活躍してください。

1 年生は、今まで 10

見習ってきました。4月

が入学してきて今度は

になります。今より一歩進

には、何をしたらよいのか

してください。」と具体的

最後に、「仕上げはこの

一人一人

違いますが

決して音

しいものです

まとめである

付けを行

学校長の話された「自分

に明確で、話を聞く生徒たちの

りと納得して受け止めていました

りまく私たち大人自身も「

しっかり受け止め、考えていかなくてはならないと

感じました。3 学期という

を考えながら「自分づくり

い時期なのだと考えています

また、子どもたちの「自

部分で我々大人の支援が必要

どもたちの状況をとらえながら

りぎりまで見取り、適切に

があります。その適切な支援

と保護者の皆様の十分な協力

皆様のお考えと、学校の考

同じ方向性を持ちながら、

支援していきたいと考えていますので

ご理解、ご協力をよろしくお

余談ですが、雪の結晶は

環境や条件によって、大きさや

など、その成長に大きな違

じます。雪の結晶は六華と

温度が低い厳しい環境で、

逞しい形になると言われます

どもの成長もそのように環境

きく変わるのかもしれません

年も学校教育へのご支援をよろしく

タターートト
にするため、先頭に立って

10 カ月間、上級生の活動を

月には約 100 名の新 1 年生

は皆さんが見習われる立場

一歩進んだ自分になるため

をしたらよいのか考えて積極的に行動

具体的に話されました。

げはこの2カ月にかかっており、

人一人のおかれている状況は

いますが、どのような困難にも

音をあげずに頑張ってほ

しいものです。」と結び、1 年間の

まとめである3学期に向かう意識

行いました。

自分づくりへの努力」は非常

たちの表情を見てもしっか

めていました。また、生徒を取

「自分づくりへの努力」を

えていかなくてはならないと

という節目の時期が、次の目標

づくり」を進めていく、最も良

えています。

自分づくり」には、様々な

必要になると考えます。子

をとらえながら、子どもの努力をぎ

に手を差し伸べていく必要

支援を行うためには、学校

協力が必要です。保護者の

考えをしっかりすり合わせ、

、ご家庭で、そして学校で

えていますので、改めまして

をよろしくお願い致します。

は周りの

きさや形

違いが生

と呼ばれ、

、美しく、

われます。子

環境で大

わるのかもしれません。今

をよろしく願い致します。



◆登下校の安全確保のために
今年に入ってからの大雪もやっとひと

がありますが、14 日始業式にはまだ通学路

雪が残っている状態でした。その後、

排雪が入り現在は通学路が確保されています

下の一部歩道には雪が残っており、通学時

ある状況でしたが、サッカー部が除雪

をかって出て、土曜日の練習後に除雪

寒い中でしたが 2 時間ほどかけて綺麗

います。子どもたちの努力と頑張りに

もに、このような活動が広がって、学校

域が一つになって冬の安全確保を行っていくことは

非常に大きな意義を持つと考えます。

全体に除雪ボランティア

を呼び掛け、30 名近くが

名乗りをあげてくれまし

た。今後、再び歩道が埋

まってきたときには、大

きな力を発揮してくれる

ことを期待しています。

◆小中連携の取組が進んでいます。

新学習指導要領が小学校では 23 年度

校では 24 年度から全面実施となります

も、特に小学校と中学校の連携が強調

宮の森中学校区では、この３～４年間小中

っかり連携していこうという動きをとっています

今年は 18 日(火)、小学校がまだ冬休

期を利用して、大倉山小、三角山小、

方が中学校 1 年生の授業を参観し、その

講師を招いて、小中連携の英語活動の

意見を交わしました。公開した授業は

音楽と幅広く公開しながら、中学校 1

見ていただきながら

をどう連携

かを考えていきました

小中が連携

小中のギャップを

し、成長に

残していこうとしてい

ます。今後

ましてもご支援お願いします。

◆音楽「お琴」の授業に TT が参加
今、音楽で和楽器の授業として「琴

を身に付ける学習を行っています。その

住む大谷洋子様（生田流）

が TTとして授業に参加して

いただき、熱心に琴の演奏

を教えていただいています。

一般の授業の中でも、地域

の方々を招いて本物に触れ

させることができるのは何

と幸せなのだろうと感じます。こういった

地域の協力が生きているのだと強く感

Information

もやっとひと段落した感

通学路の歩道に

、22 日に除雪、

されています。学校

通学時に支障が

除雪ボランティア

除雪を行いました。

綺麗にしてくれて

りに感謝するとと

学校と生徒と地

っていくことは

。昨年末に生徒

。

年度から、中学

となります。その中で

強調されています。

年間小中学校がし

とっています。

冬休みという時

、盤渓小の先生

その後大学から

の取組について

は理科、英語、

1年生の成長を

ていただきながら、何

連携していくの

えていきました。

連携することで、

ギャップを解消

に必要な部分を

していこうとしてい

今後の取組につき

参加
琴」の演奏方法

その中で地域に

こういった部分でも

感じています。

◆今年もﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｪｽティバル
2 月 3 日(木)～7日(月)の

ズプラザ札幌店 8 階催事場

実施され、本校 5 組も参加

習の作品の即売会や、美術作品等

これらの活動を通して社会参加

を目的とした行事になっています

つもの販売品に加えて「羊毛玉

工の「ヘラ」、「ふきん」づくりに

品を作っていました。宮の

(日)13:30～17:00 になっています

まして、作品を手に取り、

の頑張っている様子をご覧

『２月の行事予定
以下に２月の行事予定を

かりと自分の活動を評価し

月です。1 ヶ月後、生徒自身

をイメージして、その役割

えた目標作りを進めてほしいと

学校長が述べている「自分

ントになると思います。

日
曜
日

給食

１日 火 給食
≪安全衛生
・スキー

２日 水 給食
・スキー
※5時間授業

３日 木 給食
・ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
・局、

４日 金 給食 ・スキー
５日 土 ×

６日 日 ×
・ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

７日 月 給食 ・スキー

８日 火 給食
・職員会議
※4時間授業

９日 水 給食
・スキー
・1年生小学校訪問
※1・

10 日 木 給食
・公立高校推薦入学面接日
・新入生保護者説明会
※1・

11 日 金 ×

12 日 土 ×

13 日 日 ×

14 日 月 給食

・1，
・3年私立高校
・職員会議
※4時間授業

15 日 火 給食
・1，
・私立高校入試

16 日 水 給食 ・私立高校入試
17 日 木 給食

18 日 金 給食
・私立高校入試
・スキー

19 日 土 × ・私立高校入試

20 日 日 ×

21 日 月 給食

22 日 火 給食

23 日 水 給食 ・家庭教育学級

24 日 木 給食

25 日 金 給食 ・局、

26 日 土

27 日 日

28 日 月 給食
・送る
・学校徴収

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｪｽティバル開催
の間、狸小路 2丁目のラル

階催事場で「ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」が

参加します。会場では作業学

美術作品等の展示が行われ、

社会参加の喜びを味わうこと

になっています。５組の生徒もい

羊毛玉のストラップ」や木

づくりに挑戦し、見事な製

の森中の販売実習は 6 日

になっています。是非足を運ばれ

、販売実習での 5 組の生徒

覧いただければと思います。

行事予定』
を掲載します。２月はしっ

し、次の目標を確かにする

生徒自身が進んでいるステージ

役割、位置をしっかりととら

めてほしいと思います。すべては

自分づくりへの努力」がポイ

主な行事

安全衛生の日≫
・スキー授業②（特学）
・スキー授業(2-3)

時間授業
・ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（～7日）

、専門、年協 ※6時間授業
・スキー授業(1-1,2)

・ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 5 組販売実習
(13:30～17:00)

・スキー授業(1-3)

職員会議(年度末評価①)
時間授業 ※完全下校

・スキー学習②（特学）
年生小学校訪問(5，6時間目)
・2年諸活動中止
公立高校推薦入学面接日
新入生保護者説明会
・2年諸活動中止

≪建国記念の日≫

，2年生学年末テスト①
年私立高校 A日程、下見

職員会議 ・給食早出し
時間授業 ※1・2年諸活動中止
，2年生学年末テスト②
私立高校入試 A日程①
私立高校入試 A日程②

私立高校入試 B日程①
・スキー学習②（特学）

私立高校入試 B日程②

家庭教育学級

、専、年協

る会準備５時間授業開始
学校徴収金振替日 ※5時間授業




