
２学期のスタートにあたって 校長 木谷 貢一

今年の夏は、北海道にも複数の台風が上陸するなど、札幌市内や道内でも大きな影響が出ている所がありま

す。本日も台風 10 号による被害が心配される状況が続いています。保護者の皆様、地域・関係機関の皆様には

いかがお過ごしでしょうか。

２学期は夏、秋、冬の３シーズンにわたる長い学期であり、１学期や夏休みなど、これまでに蓄えた力を礎

に、陸上競技会や文化祭などの大きな行事、毎日の授業や日常活動に取り組む中で、子どもたちが、個人として

も集団としても大きく成長することが期待できる期間です。

学力でも心の面でも体の面でも、その時々に出る結果ももちろん大切ですが、そこに至る過程を大切にして人

間的に成長してほしいと願って、始業式では、次のような話をさせていただきました。

２学期始業式を迎えました。今日、また皆さんの元気

な顔を見ることができたことを喜びたいと思います。

蒸し暑い日も続きましたが、皆さんは、そんな中でも、

自分の「夏休みの目標」「これはやろう！」と決めていた

ことは、実行できたでしょうか。

夏休み中の出来事として、高校野球では北海高校が、

自校としては夏の全国大会で史上初、北海道勢としては

10 年ぶりに準優勝を飾りました。そして、リオデジャネ

イロ・オリンピック大会では、日本選手が大活躍し、獲

得したメダルの数も史上最多となりました。結果は様々

ですが、感動的な場面が多い大会だったと思います。皆

さんは、どの選手のどんな場面が印象に残っているで

しょうか。

先生（私）が印象に残っているのは、多くの選手が、

「周りの支えがあったからここまで来られた。」と、感謝

の気持ちを表していたこと。いつ聞いても「いいなぁ」

と思いました。また、今大会は特に逆転での金メダルも

多く、最後まであきらめないことの大切さを改めて知ら

されました。

そのような中、特に印象に残っているのは、柔道 73 ㎏

級金メダルの大野将平選手が、決勝戦で勝利が決まって

も派手なガッツポーズや万歳などをしなかったことです。

大野選手はそのあと、「相手がいる競技なので、相手を敬

おうと思っていました。冷静にきれいな礼もできたので

はないかと思います。」と語っています。北海高校のエー

ス、大西選手も準決勝で勝利した後で同じようなことを

言っていました。大きな苦労があって勝利したのだから、

喜びが態度に出るのは自然なことではないかと思うので

すが。日本柔道の祖である嘉納治五郎氏は、「相手に勝つ

だけでは何の価値もない」「力が第一義ではない」と教え

ていたのだそうです。他にも今回の大会では、体操の内

村選手と個人総合で金メダルを争ったウクライナのオレ

グ選手も、競技後、記者から意地悪な質問が出るのを制

して、お互いを讃えるコメントをしています。更に、50

㎞競歩で日本の荒井選手と銅メダルを争い敗れたカナダ

の選手が、競技中のトラブルを抗議してもおかしくない

ところを非常に潔い態度をとっていました。

これらのことは、勝てばもちろんうれしいし反対に負

ければ悔しいのが当然というところを、それ以上に、ま

たはそれ以前に、選手たちが、「自分自身は謙虚に、相手

を尊重、尊敬する姿勢」をもっていることが表れていて、

勝利に加えてもう一段上の価値があることを教えられた

気がしました。柔道の井上監督が選手に「最強の人間に

なれ。最高の人間になれ」と教えていたそうですが、正

にこういうことを表しているのかもしれません。そして、

今あげたような態度が、ネットなどで世界中の人々から

賞賛されています。

さて、学校生活に話を戻すと、宮の森中学校の教育目

標は、「自立」「共生」「未来志向」の３つで成り立ってい

ます。

みんながオリンピック選手になるわけではもちろんあ

りませんが、「自立すること」「共生＝周りの方に感謝し、

尊重し、共に生きていくこと」は、将来どの道に進もう

と、世界中のどこでも認められる大切な力だと、改めて

思い知らされました。皆さんにも改めて感じてほしいと

思います。

夏休み中に、用務員さんや業者さんにやっていただい

たものを含めて、トイレや水道、防火設備など、生徒の

皆さんが安心して気持ちよく生活できるように清掃や点

検、整備も行っています。廊下はピカピカです。

今日から始まる２学期の学校生活で、皆さんがより成

長し、力を伸ばしていくことを願っています。

事件や事故にも気を付け、充実した２学期にしましょ

う。

（以上、始業式の話を一部編集）

２学期も、子どもたち一人一人の可能性を最大限に伸ばすことができますよう、教職員一同努めてまいりま

す。保護者の皆様、地域・関係機関の皆様には、ひき続き本校の教育活動へのご理解とご支援を賜りますようお

願い申し上げます。

宮の森中だより
札幌市立宮の森中学校
第 ６ 号（272号）
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小学生 夏の授業体験＆出前授業
“Miyanomori Summer Steps

英語科

この事業は 2008 年からスタートして今回

りました。三角山小学校、大倉山小学校

徒がそれぞれ本校を訪れ、体験授業のあと

動を見学しました。

英語の授業では小学校での外国語活動

ターとして４年目でもあり、いわゆる入門期

ではなく小学校での外国語活動ではふれられていない

「書く」学習も授業に取り入れました。

語に加えて数学または美術の授業体験も

学では中学校で一番はじめに学習する「

を天気予報の気温を例にしながら学習しました

は、しおりをデザインし、色と構成の学習

帰り際に子どもたちにたずねてみたところ

くはなさそうだった。楽しかった」「美術

作れた」「部活動見学で吹奏楽部の演奏が

る」「知っている先輩が大人っぽく見えた

を語っていました。また、小学生の保護者

し、本校PTA役員との交流会もありました

さらに、盤渓小学校へは英語科教師が

業を行いました。こちらは児童に 50 分の

験してもらいました。小学生はみんな意欲的

加していました。授業後は「意外に楽しかった

の文字がいっぱいあった。」といった感想

この授業が中学校生活への期待感を高

活動に意欲的に取り組むための好機になればと

ります。

←ＡＬＴ

数学の授業→

←美術

盤溪小への→

英語出前授業

文化祭についてのお願い
① 本校の文化祭は、ご家族や地域の方々のご来校

ん。したがいまして、他校の友人の方などの入場

相談ください。また、ご来校される場合は、スリッパ

② 当日の出入口は正面玄関のみとさせていただきます

③ 駐車スペースがありません。車でのお越しはご

夏の授業体験＆出前授業
Miyanomori Summer Steps 201６”

黒谷 香
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教育実習生のご紹介

１学期に引き続き、教育実習生

のでご紹介します。期間は９月

初めまして。都留文科大学４

科は社会になります。私は大学

り、主に文献調査や児童福祉施設

ら、様々な困難を抱える子どもの

私が学び育った宮の森中学校

嬉しく思います。将来は子どもたちから

りを子どもたちと共に行っていくことができる

たいと考えております。３週間

いいたします。

９月(10月の一部)

９月１日 （木） 選管 PTA運営委員会

２日 （金） 職員会議 PTA
※５時間授業

６日 （火） 学年打合せ ※

７日 （水） 外清掃（雨天時
２年動物園学習

８日 （木） 臨時保体委員会

９日 （金） 文化祭前授業開始

12日 （月） ５組レインボーピック

13日 （火） 陸上競技会（円山競技場

14日 （水） ３年学力テスト

16日 （金） 選管 生徒会役員選挙立候補締切
３年アルバム写真撮影

19日 （月） 敬老の日

20日 （火） 午後文化祭準備（～

22日 （木） 秋分の日 吹奏楽部

23日 （金） 合唱リハーサル

27日 （火） 学校徴収金振替日

29日 （木） 文化祭前日準備

30日 （金） 文化祭①（午後準備活動

10月１日 （土） 文化祭② ※PTA

※予定は変更になることもありますが、

◆部活動の結果

部活名

吹奏楽部
第 61 回北海道吹奏楽コンクール
金賞

水泳 全道大会（男子200m自由形

来校を歓迎していますが、他校の中学生や本校卒業生ではない未成年者

入場はできませんので、ご理解ください。なお、特別な事情がある

スリッパ等の上履きと外靴を入れる袋を用意してください。

のみとさせていただきます。そこに受付を設置しますので、受付を済ませてからご

しはご遠慮ください。

紹介

教育実習生が１名実習に来ました

月14日（水）までです。

４年の有田真也です。専門教

大学で臨床教育学を専攻してお

児童福祉施設などの施設を訪問しなが

どもの実態を学んでいます。

森中学校で教育実習に臨めることを

どもたちから慕われ、学級づく

っていくことができる先生になり

週間と短い間ですが宜しくお願

Information

)の行事予定

運営委員会 バザー実行委員会

PTA校外生活下校指導
時間授業 ※完全下校

※６時間授業

雨天時15日） 選挙公示 選管
年動物園学習（午前）

臨時保体委員会

文化祭前授業開始 ５組レインボーピック

レインボーピック予備日

円山競技場） ※６時間授業

テスト総合Ａ 後期教育実習終了

生徒会役員選挙立候補締切
写真撮影

（～28日） 冬服移行期間（～10/6）

吹奏楽部ファミリーコンサート

リハーサル

学校徴収金振替日

文化祭前日準備 ※弁当持参 ※ジャージ登校

午後準備活動） ※弁当持参

PTAバザー （10/３ 臨時休業）

、その時はお知らせいたします。

結果

コンクール札幌地区予選 中学校Ｂ編成

自由形）予選敗退

未成年者の入場を認めておりませ

がある場合は、事前に学級担任とご

ご入場ください。


