
勇気をもってチャレンジする精神が身についた学校祭
校長 中 井 清 一

「うわ！私の英語スピーチの成績だ…」「やっぱり低かったんだなぁ（苦笑）」

校長室の書棚を調べていると、「昭和４８年（1973）学校祭」という、

ひもでとじた書類つづりを発見しました。私が深川中学校２年生の時のもの

です。

この中に、当時のパンフレットがあり、その頃の深川中学校祭は２日間の

日程で、主張大会、英語暗唱大会、クラブ発表会、学級発表は演劇と合唱な

ど、盛りだくさんの内容であったことが改めて分かりました。

パンフレットには懐かしい同級生の名前や先生の名前が出ていました。

その中で、英語スピーチコンテストの出場者欄に、「２A 中井清一

スポーツを愛す（Love Sports）」と記されたところを発見して、とても嬉しくなりました。

それを見ながら、自分は英語が苦手だったのにもかかわらず、学級で推薦されてやむなくコンテストに

出場したことを思い出しました。あまり気は進まなかったのですが、せっかくの機会なので、気を取り直

してチャレンジし練習を重ねました。私はそのころからスポーツが好きだったので、野球部のことやマラ

ソン大会ことを英語で発表しました。しかし、当日は緊張してうまく話すことができなかったことを覚え

ています。

ところが、その書類つづりをめくっていくと、なんとスピーチコンテストの審査結果があり、私は合計

１３９点で６人中４位であることが判明しました。当時は点数や順位の発表がなく、最優秀賞の生徒だけ

が発表されたので、４６年ぶりに私の成績が分かり思わず苦笑いしました。（全く母校に赴任するとこんな

ことも分かってしまいます…。）

これをお読みの保護者の皆さんも、中学校の学校祭には様々な思い出があると思います。学校祭はどの

中学校でも必ず行われる行事なので、義務教育を受ける全ての方が経験するはずです。

皆さんにも、合唱や壁新聞、創作画や各種発表など、様々な取組で仲間と協力し、目標に向けて努力し

ていく過程があったのではないでしょうか。

さて，本校の学校祭も間近に迫ってきました。

生徒の皆さんは、連日の準備で懸命に努力していますが、そのことを１０年後２０年後に、どのような

形で思い出すのでしょうか。そして「思い出」だけではなく、学校祭で培われた協力する心や互いに励ま

し合い努力する心が、どれくらい人生に役立ってくるのでしょうか。

私は中学校を卒業して４０数年たちますが、間違いなく言えることは、

たとえ結果がどうであれ、学校祭の取組で「勇気をもってチャレンジする

心」が確実に身につき、その後の人生でも頑張ることができたと確信して

います。

昭和４８年の学校祭の書類つづりを眺めながら、お世話になった当時の

先生方や仲間たち、そして様々な形で支えてくれた保護者の皆さんや両親

に感謝の念でいっぱいになりました。
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校長室で見つけた書類つづりと昔の

学校祭のパンフレット。本当に懐かしいです。
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行事予定～９月～

（学校祭特別日課 8/22より）
1 日
2 月 市 P連常任委員会 19:00
3 火
4 水
5 木 学校祭作品提出

6 金 前日準備 ＰＴＡバザー前日準備打合せ

7 土 第６回学校祭

8 日
9 月 振替休日

10 火 後片付け
11 水 ３年生学力テスト（総合Ａ）

12 木 代表議員会・一斉実行委員会 朝の街頭指導

13 金 生徒会役員選挙公示 SC（午後）
14 土
15 日 （ＳＢ運休日）諸活動休止日

16 月 （敬老の日）諸活動中止期間（テスト３日前）

17 火
18 水
19 木 前期期末テスト（午前授業） 諸活動中止

職員会議

20 金 前期期末テスト

21 土
22 日 吹奏楽交歓演奏会

23 月 (秋分の日）

24 火 代表議員会・一斉実行委員会

25 水 生徒会選挙告示 市内公立高校説明会

26 木 SC(午前)
27 金 美化の日

28 土
29 日
30 月

～１０月の主な行事～
１０月 １日(火)北空知英語暗唱大会

１０日(木)３年生学力テスト総合 B
１１日(金)前期終業式

１５日(火)後期始業式

２６日(土)深川市ＰＴＡ連合会主催

体育大会（深川中学校）ﾐﾆﾊﾞﾚｰ

部活動の頑張り

【野球部】
８月１７、１８、２４日
全日本少年春季軟式野球大会北空知支部予選
第３位 全道大会出場

（砂川市営球場）

全道大会は９月２１～２３日に滝川市で行
われます。

美術部～夏休み鑑賞旅行

夏休みに入り間もない７月２６日（金）に美術部

が鑑賞旅行に行ってきました。札幌芸術の森美術館

では「テオ・ヤンセン展」、北海道立近代美術館で

は「東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展」を鑑賞し

ました。

夏のひとときを絵画や彫刻など様々な芸術にふ

れ、その素晴らしさに魅了された時間を過ごしてき

たことと思います。学校祭に向けた作品の制作にも

大いに期待するところです。

市PTA連合会主催
体育大会を開催します。

交流と親睦が目的に開催します。後日、参加の
案内を各ご家庭に配布する予定ですが、事前にお
知らせを致します。お気軽にご参加いただければ
と思います。

期日 １０月２６日(土）予定
場所 深川中学校体育館

※詳しくは後日配布の
案内をご覧頂ければと思います。

アウトリーチ事業 ～ダンス学習～

アウトリーチ事業はNPO法人深川市舞台芸術交
流協会が文化芸術を通して子どもたちの健全育成を
はかるために様々な分野の専門家を学校に派遣して
いる事業です。
８月２６日には、札幌からダンス講師が来校し、

１年生を対象にダンスの学習を行いました。講師か
らは「吸収力が高く、どんどんうまくなるので、続
けていけば高いレベルのパフォーマンスが期待でき
ます。」とお褒めの言葉をいただきました。発表会
や学校祭にもぜひ活かしてほしいと思います。

ちゅボラ隊を募集します！

□ちゅボラ隊とは・・・
ネイパル深川を拠点に、中学校の生徒有志がさまざ

まなボランティア活動を体験する｢中学生ボランティ
ア体験隊」の通称です。音江小学校の「通学合宿」の
お手伝いをメインに活動をしております。過去に「通
学合宿」に参加した生徒の皆さんには、ぜひ参加して
みてほしいと思います。
活動日程などの詳しい内容については、学校祭が終

わった後にお知らせします。



第６回深川中学校学校祭の準備が進められています。

８月２２に日から学校祭特別日課が始まりました。各学級の取組が着々と進められております。
生徒たちは限られた時間の中で学級の絆を深めながら取り組んでいます。
例年好評をいただいておりますバザーにおきましても、PTA 行事委員会を中心に、準備を進めて

おります。
昨年は、新校舎で行われる最初の学校祭となり、内容面でも素晴らしい学校祭となりました。
今年もさらに充実した学校祭となるよう取り組んでいきますので、保護者・地域の皆様におかれ

ましては、お時間があれば、ぜひ、中学校まで足を運んでいただき、子どもたちの頑張っている姿
をご覧いただければ幸いです。

学校祭の日程は、すでにお知らせし
たように、右の通りです。グラウンド
造成工事のため駐車スペースが狭くな
っています。不便をかけますが、当日
はお近くの方と乗り合わせでお越しい
ただくなどご協力をお願いします。事
故防止のため駐車場内の一方通行にご
協力をお願いします。また、今年度は
深川幼稚園にも駐車できますのでご利
用ください。

学校祭当日（９月７日）の日程

８：４５～ ９：１０ 開会式

９：２０～１０：１０ 学級発表

１０：２５～１１：００ 吹奏楽部演奏

１１：００～１２：１５ 昼食・ＰＴＡバザー

１２：５０～１３：１５ １年合唱

１３：１５～１３：４０ ２年合唱

１４：００～１４：２５ ３年合唱

１４：４５～１５：００ 閉会式

学校祭に向けた活動の様子



◇卓球◇（富良野市スポーツセンター）
7月 31日～ 8月 2日

男子団体戦
第 1ステージ Eブロック 1位通過
第 2ステージ進出 ベスト８

女子団体戦
第 1ステージ Cブロック 3位

男子個人戦 林汰知、千葉 颯人、木田 瞬世（2回戦惜敗）
小笠原冬弥、美口 裕武（1回戦惜敗）

女子個人戦 斉藤菜々花（3回戦惜敗）、髙橋 沙羅（1回戦惜敗）

◇陸上◇(旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場)
7月 26日～ 28日

女子砲丸投げ 多田 悠理 12m76cm 第 3位 標準記録突破 全国大会出場

◇水泳（函館市民プール）
7月 26日～ 28日

女子平泳ぎ 100m、200ｍ 佐藤 響 出場
女子自由形、バタフライ 佐藤 圭姫 出場

◇柔道◇（日本工学院北海道専門学校）
7月 30日～ 31日

女子 40kg 以下級 児山 栞奈 （1 回戦惜敗）

【中体連全道大会】

８月 4日(日)

中学校 B編成 岩見沢市民会館大ホール

〔金賞・代表〕6年連続！
北海道吹奏楽コンクール
8月 30日（金）
札幌コンサートホール

【空知吹奏楽コンクール】

【全日本中学校陸上競技選手権大会】
(ヤンマースタジアム長居)

7月26日～28日
女子砲丸投げ 多田 悠理 12m30cm

残念ながら予選は通過できませんでしたが、全力で頑張
ってきました！応援ありがとうございました！


