
旅行的行事がスタート
今年も、新年度早々から各学年で準備を進めてきました旅行的行事がいよいよ迫ってきました。それぞれの準備の様子を実

施する順番にご紹介します。

《第２学年 宿泊学習》５月 25 日・26 日実施

何事にもトライの精神で
浜坂 幸江

５月 25 日（水）～26 日（木）の宿泊学習が目前に迫りま

した。旅程は１日目が終日、真狩村での農業体験学習、宿泊

はニセコグランドホテル、２日目は高橋牧場ニセコミルク工

房での高橋 守さんの講演会に始まり、昼からは小樽市内で

の自主研修となります。２学年では、新学期以降、新しいク

ラスで活発に事前学習や準備活動に取り組んできました。

事前学習では、まず「小樽の歴史や文化」について五十嵐

先生からお話を聞いた上で、グループ毎に研修コースを決め

ました。昼食やスケッチ場所をめぐって、賑やかな声が飛び

交い、楽しそうにグループ活動をしました。また、教科の先

生のご協力で、家庭科の時間には、農業体験学習に備えて「北

海道や真狩地域の食材について」学びました。真狩村のゆり

根は北海道産の４割を占める収穫量だそうです。真狩特産の

じゃがいも８種類の試食も行いました。社会の時間には、「日

本の農業の行方」と題し、TPP 問題など現代の農業の問題に

ついて学習しました。総合的な学習の時間には、体験でお世

話になる10軒の農家さんと高橋牧場さんについて学びました。

「鶴の子大豆」という大豆の高級ブランド種を植える作業を

させていただけるグループもあります。５組の皆さんはその

「鶴の子大豆」と羊蹄の湧水を使った豆腐を作る体験をさせ

ていただきます。

生徒の組織は総務・生活・保体・文化の４つの係のいずれ

かに全員が所属する形になっています。総務係は「try 人」

という学年スローガンを掲げ、学年旗を作成しました。この

スローガンには、何事にもトライする、挑戦する人になろう

という意味と歴史で学習した「渡来人」のように、開校 31

周年の宮中の良き伝統を後輩に伝えられるような学年に成長

していこうという想いが込められています。生活係は、自分

たちで「宿泊学習 生活のきまり」を作成しました。交友関

係拡大のために、読書の本を禁止とした上で、トランプ・UNO

の２種類のカードゲームはOKとするなど、宿泊学習のねらい

をふまえ、よく考えられたきまりを作りました。保体係は、

保健関係の仕事の他に、バス座席やバスレクを担当します。

バスレクは新しいクラスの中で、人間関係が広がる場として

期待されています。文化係は、しおりの作成を担当しました。

生徒から募集したデザイン画が、表紙やさし絵として使われ、

素敵なしおりが出来上がりました。

先週の20日（金）には学年集会が開かれました。宿泊学習

に向かう意識を高める場とすると共に、各学級の学級旗や日

常の様子を紹介する場面がありました。２学年は、男子の中

に表現力に富む生徒が多く、ユニークな学級紹介で皆を楽し

ませていました。宿泊学習の学年レクでも、フォークダンス

や有志発表が用意されており、学年の親睦を深める場となり

そうです。２日間の宿泊学習では、何事にも挑戦する気持ち

をもって、日常の学校生活では味わうことのできない体験的

な学習に取り組んできます。

《第１学年 校外学習》６月２日実施

校外学習に向けて
成田 芳

校外学習は今年も札幌芸術の森に行きます。午前中の陶芸・

染色制作と午後の野外美術館鑑賞の活動を通して、集団の一

員としての自覚を持って、お互いのことを考えて行動できる

ようになること。これが大きな目標となっています。

事前学習では、野外美術館の鑑賞コース決めを行いました。

地図や作品の名前を見て行きたいところを出し合い、班でど

んなところを巡るのか話し合いました。この校外学習では、

芸術・文化に親しむことも目標の一つに掲げていますので、

途中で生徒は彫刻作品を一つ選んで、スケッチを行います。

班全員が同じ彫刻を選んでスケッチするので、班全員がしっ

かりスケッチできる彫刻を選ばなければなりません。話し合

いの中では、絵を描くことが得意な人も、苦手な人も、お互

いのことを考えながら話し合っていることが印象的でした。

また、学年協議会が中心となって、第 1 学年のスローガン

を決定しました。（これが校外学習のスローガンとなります。）

スローガンは「絢」。“一人ひとり、色の違う糸を０からめ

ぐらせて、皆の力で美しい模様を作りあげていこう”という

意味が込められています。このスローガンに則って、互いの

良さを認め合える集団に成長していってくれることを願って

います。早速、校外学習に持参する学級旗、学年旗の制作が

始まっていますが、制作の中でも、互いに協力し合う姿が見

られており、楽しみな一面を見せ始めています。

校外学習がこうした普段見えない友達のよさを発見し、信

頼関係を築くきっかけになる場になればと思います。そして、

最後に職員の方々へのお礼として歌う、「あすという日が」

の合唱を通して、多くの方々に支えられていることへの感謝

を示して、元気に帰って来ることができる１年生に成長でき

ることを期待しています。

《第３学年 修学旅行》６月７日～９日実施

修学旅行に向けて
青野 寿郎

３学年は６月７日（火）から６月９日（木）の３日間の日

程で東京方面へと修学旅行に行ってきます。今年度は飛行機

を利用して東京方面への見学旅行ということで、準備や計画

も１からつくりあげて行くことになりました。

１日目はお台場にできた防災体験学習施設「そなエリア東
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京」で地震発生後72時間の生存力をつける学習をします。そ

の後水上バスで隅田川を下り、浅草に行き浅草寺などを見学、

散策したあと、夕食（ちゃんこ鍋）をとり、ホテルに入りま

す。宿泊は第一ホテル両国です（２日間共）。

２日目はホテルから班行動で墨田区内の自主研修を行いま

す。途中、職人の工房訪ね体験学習を行います。集合場所の

江戸東京博物館を見学しホテルに入ります。この日はホテル

で夕食をとり、学年レクを行います。

３日目は個人選択のコース別研修を行い、羽田空港に集合

し、帰路につきます。

修学旅行は１・２年の旅行的行事の集大成であり、非日常

の活動を通して生徒の成長がうかがえる行事です。いい経験、

思い出を持ち帰ることができるように学年としてもサポート

していきたいと思います。

学年スローガンは 『TOWA』 ～中学校最後の１年を同じ

想いを持って過ごし、永遠に残るような思い出を創り上げて

いきたい～ です。このスローガンにもあるように３学年の

力をこの行事で結集し、仲間と協力し合って同じ想いをもっ

て過ごし、出会ったたくさんの方々と心を繋ぐ活動ができ、

永遠に思い出に残るような行事にしたいと思っています。

５月 23 日から２名の教育実習生が、６月 10 日までの３週

間の予定で実習を始めていますのでご紹介します。

葛尾 瞬

國學院大學北海道短期大学部２学年の葛尾瞬です。専

門教科は英語です。大学では主に英語と中国語の勉強を

しています。ゼミ等の活動で、滝川市で行われている様々

なイベントにボランティアとして参加させていただいて

います。

将来は英語の教員になることを目標としているため、

今回の教育実習では英語の指導方法を学ぶことはもちろ

んのことながら、生徒指導の方法、コミュニケーション

の取り方等も学ばせていただきたいと思っています。短

期大学なので来年には卒業になりますが、國學院大學本

校で更に２年間勉強を続けていきたいと思っているので

編入にも力を入れていきたいです。どうぞよろしくお願

いします。

能戸 貴史

初めまして。酪農学園大学４年の能戸貴史です。専門

教科は理科になります。私は大学で食品に関することを

勉強しています。食品は生産されてからどのような加工

を施され、どういった経路で全国へ運ばれるのか。私は

それらの手順や流通方法などを、経済学を通して学んで

います。

将来は私が中学生の頃の担任のように、明るく真面目

で生徒に慕われるような先生になりたいと考えています。

３週間という短い間ですがよろしくお願いします。

ＰＴＡ校外生活委員会の下校指導
～教師も参加させていただきました～

PTA 校外生活委員会担当 山本 真司

５月 16 日（月）に第１回の下校指導が行われ、今回は生徒

指導部など６名の教師も通学路に散って下校の様子を観察しま

した。学校が見える範囲では例年に比べ、横に広がる生徒は少

なく、良い状態に思えましたが、藻岩山麓通の近くや円山西町

の坂道などでは、大きく広がって通行する車両のじゃまになる

場合が見られました。この状況については、翌日に各学級で指

導し、今後も折に触れて生徒に呼びかけていきます。ご家庭で

も、交通安全についてご指導をお願いいたします。

なお、１年生の明るく元気なあいさつが特に目立ちました。

相手を見て大きな声をかけてくれる姿に好感が持てます。

下校指導は２・３学期にも実施されます。校外生活委員の皆

様、今後ともよろしくお願いいたします。

Information

６月の行事予定

１日 （水） 1 年結団式 ※５時間授業

２日 （木） 1 年校外学習

６日 （月） 3 年結団式 夏服移行期間（～16 日）

※5 時間授業

７日 （火） 3 年修学旅行（～9 日） ※6 時間授業

10 日 （金） 3 年休業日 前期教育実習終了

※5 時間授業 ※諸活動中止（～14 日）

14 日 （火） 札教研事業全市研究集会 避難訓練

※4 時間授業 給食なし 完全下校

15 日 （水） 1 学期定期テスト① 職員会議

※4 時間授業 給食なし

16 日 （木） 1 学期定期テスト② ※４時間授業

17 日 （金） 中体連激励会 学校評議員会

1 年 PTA 懇親会 ※5 時間授業

20 日 （月） 夏服完全実施 健全育成委員会総会

23 日 （木） 2 年 PTA 懇親会

24 日 （金） 1 年命の授業 PTA バザー実行委員会①

27 日 （月） 学校徴収金振替日

28 日 （火） 5 組遠足

30 日 （木） 5 組遠足予備日 3 年 PTA 懇親会

※予定は変更になることもありますが、その時はお知らせ

いたします。

外国語指導助手(ALT)配置の延期について

今年度、本校に配置予定の外国語指導助手（ALT）につい
ては、市教委より配置されることとなっております。しか
しながら、新聞報道等でもご承知かと思いますが諸般の事
情により５月からのALTの配置開始を７月まで延期する旨、
市教委より連絡がありました。
本校における英語の授業は時間割どおり実施しており、

授業の進捗に影響はございません。
なお、配置される ALT が決定次第、改めてお知らせをさ

せていただきます。ご不明な点がありましたら、教頭まで
お問い合わせください。

着任された教育実習生の紹介


