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ゴールデンウィークも終わり、一息ついたところ

でしょうか。新入生の顔つきもだいぶ中学生らしく

なってきました。学校だより２号をお届けします。

リズムある生活と目標

教頭 三浦 正志

４月末から５月の初めにかけて雨が続き、すっ

かり雪もなくなってしまいました。外での部活の

練習も始まり、校舎の内外で明るい声が響いてい

ます。私自身も着任して１カ月が経ちました。職

員室から見える札幌の風景も晴れの日、曇りの日、

雨の日とそれぞれ色を変えてくれます。朝、出勤

した時にどんな色をしているのか楽しみになりま

した。樹木も多く、夏の盛りには、緑に覆われた

風景が心を癒してくれると期待しております。

さて、中学生というのは人生の中で

も最も体も心も変化の多い時です

し、成長できる時です。特に中学１

年生にとって、勉強面では小学校と比べて難度が

上がり、単位時間の中で習得すべき内容も多くな

っています。家庭においてもおそらく机に向かっ

て教科書やワークなどに取り組む時間も長くなっ

たのではないでしょうか。また、部活動も始まり

ました。６時４５分まで部活動に取り組みへとへ

とになって家に帰ってきたという生徒もいるでし

ょう。小学校の生活の流れ、リズムとはずいぶん

違ってとまどっている人もいるかもしれません。

そこで、中学生という時期は心身ともに成長で

きる時だからこそ、大切にしてほしいことがあり

ます。一つ目は、自分にとっての１日の生活のリ

ズムを確立することです。これは１年生ばかりで

はなく２年生でも３年生でも言えることです。朝

決まった時刻に起きる。夜寝る時刻も同じ。学校

にいる間は日課で生活をします。下校してからも

夕食を食べる時刻、勉強をする時刻、

自分の楽しみに使う時刻などを決め

る。こうやって過ごしていくときっと

生活にリズムが生まれてきます。このリズムが大

切なのです。ところで、中学生といえどもまだま

だ子供です。リズムを作る前にくじけてしまうか

もしれません。そこで、保護者の皆様の出番です。

学校では日課に従って時間通りの生活をしていま

すが、家庭では各自で律することになります。し

かし、なかなか決めた通りにはできません。保護

者の方に一役買っていただき、ぜひお子様たちに

よきアドバイスをしてあげてほしいのです。リズ

ムある生活ができると、例えば勉強する時間と遊

ぶ時間にけじめがつき、物事にめりはりがつきま

す。このめりはりが大切なのです。緊張しっぱな

しもいけません。緩みっぱなしもいけません。そ

の間をいくためにもリズムある生活を送れるよう

にしてください。

リズムある生活をすることで、心身ともに安定

した生活を送ることができますが、実はもう一つ

大切なことがあります。それは、目標を持つこと

です。

毎日同じ時間にすることが決まっていて、そう

いうことを続けていくといつのまにか惰性で生活

してしまうことがあります。中学時代というのは

人生のなかでもわずか３年間です。でもその３年

間を惰性で過ごすか、目標を持って過ごすかでそ

の後の人生が大きく変わるかもしれません。

自分は何をしたいのか。何が好きなのか、何が

得意なのかをきちんと見極め、将来に

向けて目標を持つことが大切です。そ

してその目標を決めるうえでも保護者

の皆さまのアドバイスが重要です。こ

の将来に向けた目標を持つことができれば、リズ

ムある生活は張り合いのあるものになるでしょ

う。ぜひ、ご家庭で将来の目標（別な言葉でいう

と夢ということになると思います）について話し

合ってください。大きな目標達成のためには小さ

な目標を立てることも有効でしょう。小さな目標

をこつこつと達成していくことが大きな目標達成

に結び付くと思います。

ご家庭のご協力をお願いします。



『PTA 役員』のご紹介！
PTA の新役員を皆様に改めてお知らせいたします。

今年 1 年皆様と共に活動するリーダの方々です。よ
ろしくお願いします。

役職名 氏名 役職名 氏名

会 長 松田 健一郎
事 務 局 次

長(会計)
渋谷 美登里

副会長 高柳 美穂子
事 務 局 次

長(T)
今井 貴

副会長 鈴木 ゆき子
事 務 局 次

長(T 会計)
青野 寿郎

副会長(T) 三浦 正志 監 査 櫛田 恵子

事務局長 逢坂 千亜紀 監 査 島川 智加子

事 務 局 次

長
高田 暖子 顧 問 谷 直人

各委員会の委員長は、次の方々になっています。

委員会 氏名 委員会 氏名

研 修

委員長
中田 寿恵

広 報

委員長
小林 文枝

厚 生

委員長
野崎 敦子

校外生活

委員長
谷 弥生

１学年

委員長
橋本 梨代

２学年

委員長
日下部リサ

３学年

委員長
石井かをる

部活の加入率が

８０％を超えました
４月１８日（月）に部活動結成集会が行われまし

た。そして、４月２８日（木）には、部活動保護者

集会も行われ、本年度の部活動が本格的に始まりま

した。今年の部活動に入部した生徒の数は全体で、

２５３名、加入率は８３％です。

それぞれの部活動の目標達成目指して頑張ってほ

しいと思います。本年度の部活動の体制は以下の通

りです。よろしくお願いします。

５月・６月は旅行的行事に

取り組みます。
ご心配をおかけしていた修学旅行のコースも決ま

り、各学年とも、本格的に旅行的行事の取り組みが

始まりました。１年生の校外学習は５月２７日（金）

に行い、芸術の森で陶芸の制作、芸術作品の鑑賞を

します。２年生は５月２９日（日）・３０日（月）に

宿泊学習に出かけます。深川の北海道立青年の家に

宿泊し、田植え体験や、植松電機でモデルロケット

製作、打ち上げ体験をします。３年生の修学旅行は

当初の予定より１日早まって６月９日（木）～１２

日（日）になりました。奥尻島・函館・鹿部に宿泊

し、「防災と街づくり」「農業と食の安全」「エネルギ

ーの選択」などの学習を行います。詳しくは、４月

２８日の学年ＰＴＡで説明させていただきましたの

で、資料をご覧ください。

Information

５月の行事予定を掲載します。

『５月の行事予定』

５月 ２日（月）家庭訪問月間（～６月３日）
６日（金）局・専・年協
９日（月）ＱＵ検査（６校時）

１０日（火）学校徴収金振替日
校内研修会のため完全下校

１１日（水）歯科検診（１年生、２の１、５組）
１２日（木）内科検診（１年生、２の１、５組）

局・専・年協
ＰＴＡ運営委員会

１３日（金）生徒総会（５校時）
全校協議会

１７日（火）前期教育相談①
家庭教育学級開級式

１８日（水）歯科検診（３年生、２の２，３）
前期教育相談②

１９日（木）内科検診（３年生、２の２，３）
２０日（金）職員会議のため完全下校

ＰＴＡ下校指導
２３日（月）全校協議会
２４日（火）テスト範囲表配布

前期教育相談③
２６日（木）１年耳鼻科検診

１年校外学習団結式（６校時）
２７日（金）１年校外学習

２年宿泊学習団結式（５校時）
３年前期教育相談④
学校徴収金振替日

２９日（日）２年宿泊学習
３０日（月）２年宿泊学習
３１日（火）２年臨時休業日

３年前期教育相談⑤
※予定は変更になることもあります。その

時はお知らせします。

部 活 動 名 指 導 者

野 球 部 衛藤 学 横内 のぞみ

サッカー部 佐々木秀幸 森越 寛

ソフトテニス部
阿部 晋也 森山 正樹
及川登紀子 太田 大輔

バスケットボール部 氏家 道義 宮武 浩之

バレーボール部 水上絵里加 五十嵐 仁

吹奏楽部 浜坂 幸江 及川 登紀子

美術部 水野 一英

科学部
森山 正樹 今井 貴

横内のぞみ


