
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

校 長  石 成 牧 子  
 

青空を映した水田を吹き渡る風が心地よい季節になりました。日頃より保護者や地域の皆様方には、

教育活動にご支援・ご協力いただいておりますことに心より感謝申し上げます。 

 学校では、３年生が４月２０日～２２日に函館・ニセコへの修学旅行を実施し、たくさんの思い出

とともに一回りも二回りも成長し、無事に終えることができました。４月に入り空知管内においても

コロナ禍による学級閉鎖が相次ぎましたが、ご家庭でのご理解やご協力に支えられ、感染防止対策を

徹底し実施することができ安堵しているところです。 

 ３日間の修学旅行は、連日晴天に恵まれ、１日目の

マリンパークニクス、伊達時代村では、班ごとに楽し

そうに見学する姿がとても印象的でした。２日目は、

函館市内の自主研修と函館山からの夜景の見学です。

自主研修では、２年生の時に実施した小樽自主研修の

反省を生かし、訪問先やそこへ行くまでの交通手段や

時間、昼食などを事前に調べ、綿密な計画をたてて臨

みました。私は、五稜郭公園周辺にいましたが、その

時間帯に五稜郭公園を予定していた班にほぼ会うこと

ができました。生徒に聞くと、訪問先が急遽、見学で

きなかったり、計画の時間よりも滞在時間が長くなっ

たり、短かったりと想定外のこともあったようですが、

その都度、臨機応変に行動したことにより、五稜郭公

園には、計画した時間に到着することができました。

このように問題が生じたときに調整しながら目標に近

づいていく力を「主体的に学びに向かう力」と言って、

教育活動を通して生徒に身に付けさせることが求めら

れている資質・能力の一つです。生徒には、前日集会

や出発集会で「主体性」を発揮した修学旅行にしてほ

しいという願いを伝えました。生徒は、見事にその力

を発揮し、自主研修を無事に終えることができました。日中は、２５度近くまで気温が上がり日に焼
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けた生徒の表情には、疲れた様子の中にも充実感や達

成感があふれた明るい顔で戻ってきたのが何よりで

した。 

 夜景見学では、函館山の頂上への道すがら夜景が見

える度にその美しさに圧倒され歓声が上がっていま

した。夜景をバックに学級ごとの集合写真を撮影する

ことができたのも、観光客の皆さんの協力のおかげで

す。人の温かさを実感した時間でもありました。 

 ３日目は、ニセコへ向かいラフティングに挑戦しま

した。川へ向かうバスの中で、インストラクターから

説明があり、最初は元気に返事をしていましたが、川

へ落ちることもあることから、その対処方法の説明が

詳しくなると、いつしかバスの中は無言になり、緊張

している様子が伝わってきました。しかし、バスを降

りてから、川へ入る前にグループごとにオールの使い

方やボートの座り方、移動の仕方などを具体的に教え

ていただくと、その表情は一気に明るくなり、かけ声

を合わせて漕ぐ練習を繰り返し行っていました。 

 いよいよ川に入りラフティング体験が開始しまし

た。私は、先回りして通過する橋の上で待機していましたが、どのグループも笑顔いっぱいでその楽

しさが伝わってきました。途中、流れが緩やかなところでは、ボートから川の中へ飛び込み、川流れ

体験を実施できたとのこと。日常ではできない経験を思いっきり味わうことができました。その後は、

深川へ向けて帰路につきました。 

 たくさんの思い出が詰まった２泊３日の修学旅行を通して生徒は、スローガンである「Impressive 

Memories～印象に残る思い出を～」を実践し、多くのことを学んできました。それが帰着集会の柔ら

かな満足した表情に表れていました。今後、修学旅行で得た学びや経験を学校生活に生かしてほしい

と願っています。保護者の皆様には、事前の健康観察や体調管理にご留意いただき、温かく送り出し

ていただきましたことに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 ５月１日、本校は、９回目の開校記念日を迎えました。９年前の平成２６年に音江中学校との統合

を機に新制深川中学校が誕生しました。その当時は、２４５名の生徒が在籍し、１学年と３学年が３

学級ずつ、２学年が２学級、特別支援学級が４学級の１２学級を有する学校でした。「文武両道」の中

学校として空知管内はもとより、全道で活躍する生徒

を多く輩出しています。その歴史と伝統を受け継ぎ、

保護者や先輩諸氏、地域の皆様のご支援を賜りながら

新しい歴史を重ねていきたいと思います。来年度は、

１０周年を迎えることになります。その準備を今年度

から進めていくことになりますので、同窓会やＰＴＡ

会員の皆様のお力添えをお願いいたします。 

 

５月６日には、生徒総会を実施し、今年度の活動の
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方向性を全生徒で確認いたしました。今年度の生徒

会のスローガンは『協創』です。そこには「３つの理

想～①一人一人が成長し合える ②互いを尊重し合

える ③協力して学校を創り上げる」が掲げられて

います。この理想が現実のものになるよう、生徒全員

で力を合わせ達成することを期待しています。 

また、生徒総会では、各学級から「誓いの書」の宣

言といじめ根絶に向けた取組を発表しました。この

取組は、他の学校にはない本校の大きな特徴です。そ

れぞれの学級の代表が目標やその達成方法を全校生

徒の前で発表するというものです。時間をかけて生

徒の思いを練った目標です。達成するには、学級の団結力が試されることになります。ぜひ「達成で

きた！」という思いを学級全員で味わってほしいと思います。 

  

 また、５月１１日～１２日には、２年生の宿泊研修

を実施しました。２年生は、中学校に入学してから初

めての宿泊がある旅行行事になります。旅行前には、

実行委員会を立ち上げ、生徒自身が集団での教育旅行

という意義や目的を踏まえ、スローガンやルール作

り、持ち物や係活動など、自分たちで説明できるよう

に話合いを重ね、しおりを完成させました。そのため、

前日集会や出発集会、旅行先での朝食や夕食の集い、

帰着集会の充実ぶりは中学校生活での成長を大いに

感じさせるものでした。 

 ２日間の宿泊研修は天候に恵まれ、１日目は、北海

道開拓の村での班ごとの研修を行いました。それぞれ

テーマをもって見学し、タブレットで写真を撮った

り、説明書きを熱心に読んでいる姿が印象的でした。

班ごとに昼食のお弁当を食べた後は、札幌市青少年科

学館へ向かいました。最初にプラネタリウムで春の夜

空や星座、「うさぎ月夜のふしぎ旅」の上映を視聴し、

その後は、班ごとに展示を見たり、科学体験をしたり

と、夢中に学んでいる姿があちらこちらにありまし

た。ここで１日目の見学は終了し、宿泊場所である小

樽市の「おこばち山荘」に向かいました。「おこばち山

荘」では、レクレーションや自由時間が最大の楽しみ

でであったようです。実行委員が企画をした班対抗の

クイズ大会では、大いに盛り上がり、笑い声があふれ

ていました。 

 ２日目は、札幌市内の自主研修です。大通公園のテ

レビ塔前から円山動物園、札幌市資料館、時計台、北

海道大学総合博物館、札幌近代美術館、札幌ビール博
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物館など、班ごとに出発しました。この日は、青空が広

がる暑いくらいの天候でしたが、各班とも精力的に見

学先での情報収集を終え、全班無事に集合時間に到着

することができました。 

 ２日間の宿泊研修を通して生徒たちは、スローガン

である「愉快適悦（みんなと仲を深め、楽しむことがで

き、満足できるような宿泊研修にしよう）」や宿泊研修

のねらいを達成でき、それが帰着集会での充実した表

情に表れていました。 

 

最後は、５月２７日に実施いたしました第９回体育

大会の紹介です。今年度、９回目になる体育大会です

が、第７回と第８回はコロナ禍により中止になり、３年

ぶりの開催です。そして、新校舎やグラウンドが完成

し、全校で行う体育大会は、今回が初めてになります。

本当に待ちに待った体育大会でした。 

 当日は、青空がのぞくうす曇りの天候で、運動をする

には良いコンディションでしたが、昼頃から雨の予報

が高い確率で出ていました。そのため、１００ｍ走を行

わず、それ以外の種目を午前中で実施することに切りて替えスタートしました。 

 生徒は、自分の記録に挑戦し、集中して競技に取り組むとともに、仲間に対する励ましや応援をし

ながら体育大会を楽しんでいました。生徒会種目では、

生徒も教職員も一緒になって体育大会を盛り上げ、思

い出に残る体育大会にすることができました。また、２

年生の女子走り高跳びでは、新記録（１ｍ３６㎝）が７

年ぶりに更新され、記録にも残る大会でした。 

 

 このように教育活動が順調にスタートしたところで

すが、日常の教育活動につきましては、「学校における

新型コロナウイルス感染症に係る管理衛生マニュア

ル」に基づき、①手洗い・うがい・手指消毒の徹底、②

三密回避の指導、③定期的な換気の徹底、④消毒作業な

どをこれまで以上に意識し取り組んでいるところで

す。 

 これからも、学校においては、新型コロナウイルス感

染症による教育活動への影響が懸念されるところです

が、北海道教育委員会や深川市教育委員会のご指導を

仰ぎながら知恵を出し合い、今できることを生徒たち

のために行ってまいります。今後、感染状況によりまし

ては、教育活動を変更することもあります。その都度、

安心メールやお知らせの文書等でお伝えしてまいりま

すので、ご理解・ご支援を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

【レクレーションのクイズ大会】 

【自主研修へ出発！】 

【開会式 選手宣誓】 

【新記録の走り高跳び】 



 

 

 

 ５月の下旬に各学級で、右の

ような「いじめアンケート」を実

施しています。その結果をもと

に、各担任が「嫌な思いをしたこ

とがある」と答えたお子さんや、

「友人が嫌な思いをしているの

を見たり聞いたりしたことがあ

る」と答えたお子さんから、話を

きき、状況を把握します。 

 その後、それらをもとに必要

に応じて学級指導したり、個別

指導したり、家庭にご協力をお

願いしたりなどすることで、い

じめの解消や予防に努めて参り

ます。 

 なお、６月２日（木）からは教

育相談期間となっており、各担

任がお子さん一人一人と面談

し、いじめアンケートの結果も

含め、不安や大きなストレスを

抱えていることがないか、子供

に寄り添った指導を推進して参

ります。 

 保護者の皆様におかれまして

も、「最近、わが子の様子が変わ

った」「こんなことが心配だ」「学

校で是非とも配慮して欲しい」

などの事項がありましたら、遠

慮なく、担任又は教頭までご連

絡をお願いいたします。 

（２３－３５７４） 

 

 

 

 調査票１－１   中学生・高校生用 第１回目 ２０２２ ５月実施 

    （  ）年（  ）組（  ）番 名前（          ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ あなたは、嫌な思いをした時、誰に相談しますか。ア～ケの中から全部選び、○を付

けてください。また、ケを選んだ人は（ ）に相談する人を具体的に書いてください。 

ア 学校の先生   イ スクールカウンセラー   ウ 友人   エ 父や母 

オ 兄弟姉妹    カ 電話相談    キ メールやＳＮＳの相談窓口    

ク だれにも相談しない   ケ その他（                 ） 

 
１ あなたは、今年の４月から今日まで、２ のア～クのようなことをされて、嫌な思い

をしたことがありますか。 

ア ある                            イ ない 

５ あなたは、今年の４月から今日まで、友人が嫌な思いをしているのを見たり、聞いた

りしたことがありますか。 

ア ある      イ ない 

６ 学校から「子ども相談支援センター電話相談紹介カード」が配られていますが、その

カードを知っていますか。 

ア 知っている   イ 知らない 

７ あなたは、２に書かれていることを含め、苦しんだり、悩んだりして心が傷つく「い

じめ」はどんな理由があっても許されないことだと思いますか。 

ア そう思う    イ そう思わない   ウ よくわからない 

３ １で「ア ある」と答えた人に聞きます。 

あなたは、２ のことで、今も嫌な思いをしていますか。 

ア している    イ していない 

 

２ １で「ア ある」と答えた人に聞きます。 

どんなことをされましたか。ア～クの中から全部選び、○を付けて

ください。また、クを選んだ人は（ ）にどんなことをされたか、

具体的に書いてください。 

ア 冷やかしやからかい、悪口をいわれる  

イ 仲間はずれや無視をされる 

ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりする 

エ ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする  

オ お金や持ち物をかくされたり、いたずらされたりする  

カ 恥ずかしいことや危険なことをされたり、させられたりする  

キ メールや無料通話アプリ（ＳＮＳ等）で悪口を書かれたり、仲

間はずれにされたりする 

ク その他（                       ） 

 自由記載欄  他に何か相談したいことがあれば、自由に書いてください。 

※ＳＮＳ上でのトラブルや家庭の悩みなど 

新型コロナウイルス感染症に関するお願い 

 １．お子さんが陽性者になった場合は、休日でも学校または担任まで連絡をお願いします。 
   （休日明けの朝の報告になりますと、リストアップを学校でしたときに、本来外出自粛を依頼し

なければならないお子さんが、登校してしまう可能性が出てくるためです。） 
 
 ２．学校からお伝えする「感染の可能性のある方」とリストアップされた場合は、保健所が特定する

「濃厚接触者」と同じ意味合いになります。リストアップされたお子さんは、学校から個別に連
絡をさせていただきます。 

 
 ３．学校がリストアップした「感染の可能性のある方」については、最終接触日から７日間、外出自

粛のご協力をお願いいたします。 



 

 

 

■ 陸上競技  ６月１１日（土） 

   岩見沢市陸上競技場 

 

■ バスケットボール  

６月２９日（水）３０日（木） 

   滝川市スポーツセンター 

 

■ 軟式野球 ６月２９日（水）３０日（木） 

   深川市民球場 

 

■ バレーボール  

６月２９日（水）３０日（木） 

   深川市総合体育館 

 

■ 卓球  ６月２９日（水）３０日（木） 

   芦別市総合体育館 

 

■ バドミントン  

６月２９日（水）３０日（木） 

   砂川市総合体育館 

 

６月は中体連の北空知大会が開催されます。

３年生にとっては、３年間の部活動の集大成と

なります。普段の練習の成果を十分に発揮して

欲しいものです。 

また、今回本校は、軟式野球の当番校となって

おり、大会運営を行います。 

 

 

 

 

 現在、各委員会で委員長さんと担当教師を中

心に今年度の活動方針を検討しているところで

す。 

 その取組の一つとして、５月２９日（日）には

「廃品回収」にご協力いただき、１６２０㌔分を

回収することができました。本当にありがとう

ございます。６月はこの廃品回収の他にＰＴＡ

総務委員会の取組が予定されております。後日、

皆様にご案内いたしますので、引き続きどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 
 

６月 ２日（木） 教育相談① 

         市内公立高校と市内小中 
学校との連絡会議 

    ３日（金） 教育相談② 

          地域清掃ボランティア活動 

    ４日（土） バスケ：管内大会 

          バレー：市長杯 
          野球：全日本予選 

    ５日（日） 卓球：岩見沢ＯＰ 

          バスケ：管内大会 
          野球：全日本予選 

    ６日（月） 地域清掃ボランティア予備日 

    ７日（火） 教育相談③ 

    ８日（水） 交通安全教室 

    9日（木） 教育相談④ 

   １０日（金） 教育相談⑤ 

   １１日（土） 北空知中体連陸上 

          野球：北空知春季大会 

   １２日（日） 野球：北空知春季大会 

   １３日（月） 職員会議 

          諸活動休止日 
          定時退勤日（教職員） 

   １４日（火） 諸活動休止日 

          中体連野球監督会議 
          ３年アウト・リーチ（ダンス） 

   １５日（水） 諸活動休止日 

   １６日（木） 前期中間テスト 

          避難訓練 

   １７日（金） 一斉実行委員会・代表議員会 

   １９日（日）  

   ２０日（月） 定時退勤日（教職員） 

   ２２日（水） 美化の日 

   ２３日（木） 空知教育局学校教育指導訪問 

          ＳＣ来校 8:00～12:00 

   ２９日（水） 中体連北空知大会① 

   ３０日（木） 中体連北空知大会② 

 ７月 ４日（月） 空知教育局義務教育指導監 

          学校経営指導訪問 

    8日（金） 中体連空知大会① 

    ９日（土） 中体連空知大会② 


