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８月25日から２学期が始まりまし

た。夏休み中、大きな事故もなく、

全校生徒が元気に顔を合わせる

ことができたことを大変嬉しく

思っております。今年の夏は、

節電が求められる中、蒸し暑い

日が多かったので、ご家庭での生

活も大変だったのではないかとお

察しいたします。

そんな中、夏休み中は、文化系の部活動

せてくれました。特に、吹奏楽部は８月８

全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会において

続で金賞を獲得、９月２日に行われる全道大会

決めています。夏休み中も練習に時間を割

思いますが頑張ってもらいたいものです。

休み恒例の合宿を行いました。８月 23 日

模原市での「ペットボトルロケット」全国大会

参加するなど大きな成果を上げています。

動でも、新人戦に向けて厳しい練習が続いていました

さて、12 月末までの四ヵ月にわたる２

季節は、短い夏から実りの秋、そして寒さの

足早に変化してきます。

３年生にとっての２学期は、進路の選択

課題があります。

進路先の決定に当たっては、目先の学校

るのではなく、将来を見据えた進路についても

っくりと話し合ってほしいと願っています

２年生に目を移すと、部活動では、すでに

けてチームの中心となって活動を始めています

ちの築き上げた良き伝統を受け継ぎ、チームづくりに

んでいます。生徒会活動でも役員選挙の後

「宮中の顔」として、本校を背負って立つ

す。

１年生は中学校の生活にも慣れ、中学生

力をつける大切な時期です。中学校生活の

事に取り組む３年生の姿を見て、宮中の伝統

考にして欲しいと思います。

最後に、インゲンで行ったある実験についてご

ます。

インゲンはつる科の植物で、つるは自然

巻きに伸びていくそうです。そこで、右巻

を伸ばしたとき、無理にまっすぐにして伸

さらに強制的に左巻きにして伸ばしたときの
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されたつるは「ストレス・

然とは全く逆の左巻きに伸

境」の中にいたことになります

く違いました。つまり、気

る程度のストレスや逆境を

倍も強く育つことができるということを

このことはこれからの生徒

きな示唆を与えていると思

本当は、誰もが逆境やプレッシャーから

と思うものです。しかし、

る逆境やプレッシャーには

要なのだと思います。中学生

人生には、素晴らしいチャンスが

です。そのためにも一人一人

伸ばすことが今求められているのではないでしょうか

インゲンの例のように自分
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し、来たるべき飛躍に備えてほしいのです

２学期は、陸上競技会や

があります。これらの行事

気持ちを一つにして創り上

や学年の力が試される行事

供たちが、これらの活動を

う、教職員一同しっかりと

今学期も保護者・地域の

をいただき、本校の教育活動

なりますよう、よろしくお

場所 円山陸上競技場

日時 平成２４年９月１９

８：４５ 一般生徒円山競技場集合

１５：００ 解散

※実施の場合も、中止

いします。中止の場合

※６：３０に実施の判断

連絡網でお知らせします

保護者の皆さまのご観覧

札幌市立宮の森中学校
第 ６ 号（216 号）

平成 24 年８月３１日発行

校長 谷 直人
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結果を示したそうです。右巻きの
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を与えたほうが、インゲンは何

きるということを示しています。

生徒、特に３年生のにとって大

思います。

やプレッシャーから逃げ出したい

、自分を確実に成長させてくれ

やプレッシャーには、進んで立ち向かうことが必

中学生にとって、これからの長い

らしいチャンスが何度も巡って来るはず

一人一人の個性や能力をしっかりと

められているのではないでしょうか。

自分を強くするため、逆境に果敢

通して素晴らしい能力を獲得

えてほしいのです。

や文化祭など、大きな学校行事

行事は、学級の力を出し合って、

上げるものです。まさに、学級

行事と言ってもよいでしょう。子

を通して大きく成長できるよ

しっかりと指導してまいります。

の皆様のご理解と力強いご支援

教育活動がより一層充実したものに

よろしくお願い申し上げます。

１９日（水）

一般生徒円山競技場集合

解散

中止の場合もお弁当の準備をお願

場合は６時間授業です。

判断をします。中止の場合のみ

らせします。

観覧と応援をお願いいたします。



小学生の夏の

英語授業体験＆出前授業
英語科 五十嵐 仁

この事業は、今年で５年目とな

りました。毎年少しずつ改善を加

えたりしてきましたが、今年の新

たな取り組みは、盤渓小学校での

出前授業です。これで、本校がか

かえている３校全ての小学生へ

の英語授業体験が実現しました。

８月２２日（水）の午前中、私た

ち英語スタッフ３人が盤渓小学

校へ出向き、６年生１８名の児童に中学校英語を体験し

てもらいました。明るくのびのびと活動する盤渓の子ど

も達は、とっても元気がよくて初々しさを感じました。

２３日（木）は、三角山小学校の２クラスが、２４日（金）

は、大倉山小学校の３クラスが本校の１年生教室で英語

の授業を体験しました。各教室では、Sarah 先生をはじ

めＡＬＴ（外国語指導助手）とのＴＴ（ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞ）

で授業を展開しました。今年は、小学生の保護者の参観

案内もしましたので、数名のお母さん方も来校し、宮中

の雰囲気を感じてもらうことができたと思います。さら

に、子ども達が下校後も保護者の方と PTA 役員との意見

交流会も開催することができ、入学説明会ではなかなか

遠慮して質問できないことも自由な雰囲気の中で交流

することができたと思います。

この春から各小学校では英語活動が本格的にスター

トしていますので、このような取り組みは、とても有意

義で小中連携の基盤づくりにもなると考えています。ど

の子どもたちも澄んだ目を輝かせて熱心に活動してい

ました。三角山、大倉山小学校の子ども達には、授業後

の部活動見学も大変好評でした。来春、入学したときに

英語の授業のみならず、宮中での中学校生活が全般にわ

たってスムーズにスタートできることを期待していま

す。

なお、小中連携事業として３学期はじめには３校の小

学校のほとんどの先生方が

来校し、宮中の英語授業を

はじめとする学習活動等を

参観していただき、交流を

広げる「小中連携 冬の授業

公開＆交流会」が予定され

ています。

Information

教育実習生の紹介
８月２７日（月）より、教育実習が始まりました。加

藤先生は社会科を担当し１年１組で９月７日（金）まで、

落合先生は保健体育科を担当し１年３組で９月１４日

（金）まで、実習を行います。

加藤
かとう

賢司
けんじ

先生（社会科）

はじめまして。現在、北海道

教育大学教職大学院の１年生と

して通っております加藤賢司と

申します。専門教科は社会科で、

大学院では小・中・高の各校種

での課題について実習なども取

り入れた実践的な研究を中心に

取り組んでおります。将来の夢

は、教師になって地元の函館に

戻り、地域への貢献ができたら

と思っております。生徒からも学ぶ姿勢を持ち、共に学

び合う中で成長する喜びや充実感を一緒に体感できた

らと思っております。これから約２週間、一緒に学校生

活を送ることになりますが、何卒よろしくお願い申し上

げます。

落 合
おちあい

紗笑美
さ え み

先生（保健体育科）

北翔大学４年の落合紗笑美で

す。担当教科は保健体育です。

大学では、野外教育研究会に所

属し小学生から大学生まで対象

としたキャンプなどの野外活動

の指導スタッフとして様々な経

験をしてきました。将来は、生

徒に目標や輝きの与えることのできる教員を目指して

います。教育実習の３週間では、今まで勉強してきた知

識や経験を活かし、指導力や教師としての資質を高めら

れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いしま

す。

これからの行事予定

９月 ３日（月）ＰＴＡ運営委員会
ＰＴＡバザー実行委員会

７日（金）レインボーピック（５組）
教育実習終了（社会）

１０日（月）職員会議・完全下校
ＰＴＡ校外生活委員会下校指導
レインボーピック（５組）予備日

１２日（水）３年学力テストＡ
選挙管理委員会
文化祭前５時間授業開始

１３日（木）外清掃
１４日（金）教育実習終了（保体）
１９日（水）第２３回陸上競技会
２１日（金）選挙公示、選挙管理委員会

合唱リハーサル
２４日（月）冬服移行期間（～10/9）
２５日（火）午後文化祭準備①
２６日（水）午後文化祭準備②
２７日（木）文化祭前日準備・ジャージ登校

学校徴収金振替日
２８日（金）文化祭１日目・弁当持参
２９日（土）文化祭２日目・ＰＴＡバザー

１０月１日（月）振替休日
※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。


