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実りの秋

～行事を通して育つ姿を
2 学期は大きな行事が続き、子どもたちにとっても

成長の一つの節目となる時です。子どもたちが仲間

と力を合わせて様々な課題を乗り越えようとする姿

を、見守っていただければと願っております。

陸上競技会から文化祭へ
教頭 大石 まり

さる 9 月 3 日（火）、円山競技場において陸上競技

会を開催いたしました。朝は小雨模様でしたが、な

んとか最後まで実施することができました。

午前中は全員 100 メートル走に始まる個人種目。

グランドのあちこちで、子どもたちの一生懸命な姿

を見ることができました。1500 メートルを走り終え

た 3 年生の男子の「もう来年走れないのが残念だな」

という一言や競技中の仲間に対する学級を超えた拍

手や応援の声に、子どもたちの暖かい心のつながり

を感じました。午後はリレーカーニバル。400 メー

トルリレーは、迫力のあるレースが続きました。特

に 3 年生の走りは力強く、1，2 年生の目標となった

と思います。最後に行われた全員リレーでは、担任

の先生も参加して学級の作戦に基づいた個性あふれ

る、学級一丸となった走りを見ることができました。

自己の役割を果たし、仲間とともに「一生懸命がん

ばる楽しさ」「協力する楽しさ」を共有できることが

行事の最大の収穫といえます。

不安定な天候の中、吉田連合町内会長様はじめ、

各町内会長様、地域の方々や学校評議委員の皆様、

ＰＴＡ役員の皆様、多くの保護者の方々の応援をい

ただき、ありがとうございました。

さて、「自ら立ち」「共に生きることを学んだ」子

どもたちが、さらに絆を深めるのが、文化祭の取り

組みです。

１０月４日（金）・５日（土）には文化祭が始ま

ります。夏休み前から取り組み、分野別に分かれて

準備を進めてきました。毎朝、合唱の朝練習の声が

校内に響き渡り、リーダーを中心に心を一つに熱の

こもった合唱練習が続いています。合唱発表会は中

学校3年間での成長の姿を実感することができます。

部門別の活動は、学級の枠を超えた仲間との共同作

業になります。限られた時間の中で集中し、違うク

ラスの人とも力を合わせて、主体的に取り組むこと

ができるのかが問われます。ミッションの達成に向

けて集まったメンバーとコミュニケーションをとり

合い協働できる力は、社会の中で生き抜くために必

要な力です。

また、今年も地域の方々による地域･文化作品展や

ＰＴＡによるバザーがあります。文化祭の場が地域

の方々や保護者の皆様に支えられ、子どもたちの豊

かな心の育成につながっていることに、感謝申し上

げます。 （シンボルマーク：２－３安部晶枝）

今年の文化祭のテーマは「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ」

です。３－３小林萌江子さんの

発案です。太陽のように宮中全

体が輝くという意味が込めら

れています。多くの方々に見て

いただければと思っておりま

す。よろしくお願い申し上げます。

テーマ詩 １－３ 小野寺 南
僕らは輝いているんだ

今、ここで自分から光っているんだ

みんなはこの光がまぶしいだろ

だって最高に輝いているんだもん

どこに未来があるかな

ほら みてごらん

僕らの明るい未来が待っているよ

＜合唱発表会の曲紹介＞ 発表順

クラス 曲 名 指揮者 伴奏者

５組 この星に生まれて

１の３ 絆 大和田龍平 髙島麻衣

１の２ 時を越えて 羽柴 綺菜 橋本茉実

１の４ 輝くために 目黒 秀 小林風人

１の１ 命あるかぎり 松下 啓詠 今福 亘

２の１ IN TERRA PAX 石黒 大輔 僧都莉子

２の２ 海の不思議 田頭 侑香 石黒 瞳

２の３ 君とみた海 油谷 大地 糀隆之介

３の１ 消えた八月 竹田 啓悟 橋本悠実

３の３ 走る川 村川 龍司 宮崎里菜

３の２ OH MY SOLDIER 森田 杜 林 奈緒

＜ステージ発表紹介＞

発表団体 演 目

１学年 人形館

２学年 グッドバイ･マイ･･･

３学年 陽だまりレストラン

吹奏楽部 喜びの島 愛唄 他

Rising Sun

キャッチコピー

「あ、日が昇る」

３－３小川直斗



９月６日（金）キタラを会場に第５８回北海道吹

奏楽コンクールが行われました。本校は札幌地区大

会を金賞受賞して通過し、この大会へ出場すること

ができました。結果は、金賞でした。今年で 4 回連

続の全道大会出場ですが、これまでの 3 回はあと一

歩で金賞を逃していたので、暑い夏も休まず練習に

取り組んできた成果が充分に発揮され、うれしい限

りです。

Information

５組、レインボーピックに参加

文化祭で即売会実施！
５組 青柳 沙知

９月６日（金）全市の特別支援学級に在籍する生

徒たちが日ごろの体育的な活動の成果を発表する陸

上競技大会、レインボーピックが行われ、本校の５

組の生徒も参加しました。当日は開会式を始めよう

としたころに雨が降り出しました。降ったりやんだ

りの落ち着かない空模様で、各生徒が１種目ずつ出

場する 200m 走、400m 走、1500m 走のみ行われま

した。小雨が降り、グラウンドも濡れている悪条件

の中、自分の持っている力を出し切っておりました。

長く練習してきた組体操、100m 走、リレー、フ

ィールド種目ができなかったことは残念でしたが、

全員で協力して完成できるようになった組体操は今

後の行事や文化祭で生かされると思います。普段の

体育でも、新記録を出した時の喜びや努力する気持

ちを忘れないで、少し辛いことでも前向きに取り組

もうとする気持ちにつなげてほしいと思います。

レインボーピックが終わり、文化祭に向けて５組

では作業学習に取り組んでいます。牛乳パックを使

ったリサイクル紙すきでハガキ、ぽち袋、カード、

コースターなどの紙工製品を中心にビーズ、羊毛、

革などの製品も準備しています。「お客さんが喜ぶよ

うに丁寧に！」

と張り切って作

業を行っていま

す。文化祭２日

目の５日に玄関

前にて即売を行

いますので、ぜ

ひお越しください。

◆PTA 厚生委員会花壇整備

９月３０日（月）に厚生委

員会の方々が温室横の花壇

作りをしてくださいました。

デザイン･煉瓦購入計画と三

角山小の花壇ボランティア

の方のお力をお借りしており、この日の作業にも協

力してくださいました。このような小中のつながり

は、子どもたちが安心して成長できる環境作りのた

めに、本当にありがたいことです。１０月１日にも

行われます。厚生委員会の方々、ありがとうござい

ました。

◆用務員さんが交代いたします。

昨年 10 月より本校で勤務しておりました阿部敏

雄さんが退職し、10 月 1 日（火）より藤田 邦彦さ

んが本校用務員として着任いたします。よろしくお

願いいたします。

お世話になりました。 阿部 敏雄

昨年10月より1年間用務員として勤めさせていた

だきました。大変楽しく仕事ができました。お礼を

申し上げます。大変お世話になりました。

これからの行事予定

１０月 １日（火）冬服移行期
４日（金）第２８回文化祭(~５日)
７日（月）振替休日
８日（火）札教研 全市研究集会

避難訓練
９日（水）３年学力テストＢ

局、専、年協、議
１１日（金）冬服完全実施

英語検定（放課後）
１５日（火）選挙管理委員会
１７日（木）生徒会演説会（６校時）

選挙管理委員会
ＰＴＡ講演会

１８日（金）後期委員選出（６校時）
２１日（月）局、専、年協、議
２２日（火）２年総合職場体験学習（１日）

（２年給食なし）
２３日（水）２年総合職場体験学習（２日）

（２年給食なし）
３年総合職場訪問学習（午後）
５組宿泊学習①（５組給食なし）

２４日（木）５組宿泊学習②（ 〃 ）
２５日（金）５組臨時休業

全校協議会
２８日（月）生徒会認証式（６校時）

学校徴収金振替日
２９日（火）授業参観・学年ＰＴＡ(1,2 年)

進路説明会（３年）
学校説明会（平成２６年度１年生保
護者対象です）

３０日（水）非行防止教室(５、６校時)
３１日（木）職員会議

１１月 １日（金）開校記念日

※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。


