
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

校長 石成 牧子 
 

 校舎の窓から見える音江連山が緑濃く青空に映える夏本番の季節を迎えました。学校では、

ここ数日の猛暑により、新型コロナウイルス感染防止に加え、熱中症対策をとりながら教育

活動を行っております。そのため、深川市教育委員会

から扇風機を各教室に２台ずつ設置していただき、

毎日、フル稼働状態です。 

今年度は、コロナ禍のため４月半ばから約 1 ヶ月

にわたり、学校は臨時休業となり、予定していました

行事や学習、部活動の大会など、多くの教育活動が中

止や延期、実施時期や内容の見直しなど、大幅な変更

を余儀なくされました。また、明日から始まる夏季休

業も８月１７日までの１０日間に短縮となりました。

短縮になりました理由につきましては、文書でお知ら

せいたしました通り、授業や教育活動ができる日を増

やして生徒の学びを保障するためです。８月に授業を

実施するのは、生徒にとっても教員にとりましても初

めての経験です。改めて、新型コロナウイルスの影響

の大きさがわかります。 

しかし、このような状況であっても生徒たちは、現

実を受け止め、今できることに真剣に向き合うことや

工夫しだいでできそうなことを見出す方法を学んで

います。本校の職員もそのような生徒たちの気持ちに

応えるため、そして、様々なことが学びにつながるこ

とを生徒に伝えるために北海道教育委員会からの通知や深川市教育委員会の指導のもと、「学

校の新しい生活様式」に沿い、感染防止策をとりながらできることを知恵を出し合い、工夫

して授業や行事、部活動など、教育活動に取り組んでいるところです。 

７月に入ってからは、延期していました中間テストやボランティア体験、体育大会の記録
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【校訓】 自主 誠実 根気 

【教室設置前の扇風機】 

【本校職員の手で 

28 台を組み立てました】 



会種目などを実施いたしました。特に５月に実施できな

かった体育大会は、生徒にとって学級の絆を深めたり、自

分の記録に挑戦し達成感を味わうことができる大切な行

事です。それが中止となり、気を落とした生徒も少なくな

かったと思います。そこで、今できることとして計画した

のが、学年ごとに実施する「Rising Sun」です。種目は、

フィールド種目が、走り幅跳び・走り高跳び・砲丸投げ、

トラック種目が 200ｍ・400ⅿ・800ⅿ・1500ⅿ・100ｍ・

400ｍリレーで各学年２回に分けて行いました。どの学年

も競技への集中力は素晴らしく、記録に挑戦する気持ち

がよく伝わってきました。また、一生懸命に力を発揮して

いる選手への応援の声が選手の力や励みになり、記録に

挑む姿や声援を送る姿に成長を感じることができまし

た。 

また、２年生については、当初５月に予定していました

宿泊学習を夏季休業明けの８月１９日・２０日に変更し、

計画づくりを進めているところです。総合的な学習の時

間の生徒の取組を見ていますと、限られた準備時間の中、

説明を一生懸命聞きながら見学する場所を PC を使って調

べたり、昼食に何を食べるのか話し合う様子は、真剣その

もの。とても楽しみにしているのがわかります。しかし、

現在、北海道の感染状況が日に日に変化していますので状

況によっては、計画の変更があり得ます。その際は、文書

にてお知らせいたします。 

 さらに大きく変更となったのが、中体連大会やコンクー

ルの中止です。本来であれば、６月下旬から７月中旬にか

けて地区大会や空知大会が開催されるところでしたが、こ

れも新型コロナウイルスの影響で実施できなくなりまし

た。３年生にとっては、中体連大会での勝利を目指し、厳

しい練習に励みながら取り組んできただけに中止の決定

は、あまりにも辛く厳しいものでした。生徒一人一人の思

いはさまざまであると思いますが、

腐らずに気持ちを切り替え部活動

に打ち込んでいる姿は、実に立派

だと思います。その部活動も、６月

いっぱいは、感染防止対策をとり

【縦割りグループでの地域清掃】 

【３年 Rising Sun での力走】 

【１年 Rising Sun の跳躍】 

【２年 Rising Sun 

円陣を組んで気合十分】 

【生徒会執行部と各常任委員長が制作した、ライジングサンを盛り上げるための旗。現在は校舎内に掲示しています。】 



ながら活動時間にも制限がありました。７月に入りようやく活動時間を通常の時間帯で実施

したり、練習試合や大会等もガイドラインに沿いながらできるようになりました。運動部に

ついては、今月開催される大会が３年生最後の大会になります。３年間の集大成となるよう

全力を尽くし、後輩たちにその競技を通して学んだことをぜひ、継承してほしいと思います。 

これまで述べてきましたように学校が再開した２ヶ月を振り返りますと、生徒は、元気に

授業を受け、部活動にも新たな目標を掲げ打ち込んでいます。その反面、臨時休業の影響も

少なからずあるのではないかと思います。ステイホームの時間が長く、生活リズムが崩れて

しまったという世間一般の報道もありますし、友達と会えなかった期間に悩みを相談するこ

ともできずに精神的に落ち込んだという人もいるのではないでしょうか。そのため、私たち

教員が大切にしていかなければならないのは、生徒一人一人への目配りを大切にし「こころ」

あるコミュニケーションや対話をいつも以上に心がけ、生徒に希望を持たせながら学校生活

を送ってもらうことです。これは、本校の総合テーマである『心豊かなふれあいで笑顔輝

く深川中！』につながることです。ご家庭におかれましても今まで以上に子供たちに寄り添

い、親子の対話を進めて欲しいと思います。 

さて、明日から１０日間の夏季休業になります。夏休みを迎える前に１・２年生は６５日

間、３年生は６６日間の学校生活をしっかりと振り返り、自分自身や仲間の成長を確認し合

い、夏休み明けの教育活動に挑戦してほしいと思います。 

先日、他校の先生が研修のため授業参観に来られました。その先生方から深中生をたいへ

ん褒めていただきました。 

 

 

 

 

 

 

これら３点は、私から見た深中生の成長したと感じる点でもあり、たいへんうれしく思いま

した。コロナ禍により、全生徒揃っての集会活動がまだできない状況にあり、今後も制限や

予定の変更がある中での教育活動が想定されますが、これからも課題を一つ一つ乗り越えな

がら、今できることに真剣に向き合い、学び合いながら成長できる生徒を育んでまいります。 

 

 

 

 

 ７月３日（金）に本校全校生徒１６７人が総合的な学習

の時間の一環として、校区内の清掃ボランティアを行いま

した。年度当初は高齢者や未就学児、その他地域の方々と

の交流活動を計画していましたが、中止を余儀なくされ今

回の活動に切り替えて実施しました。 

 当日は７月初旬にしては日差しが強く、気温も高い中、

１～３年生の縦割り班を１２グループに分け担当区域の

＊ 元気で気持ちの良い挨拶に感動しました 

＊ 集団で学び合う姿勢が身に付いていました 

＊ ペアやグループ学習に集中して取り組んでいました 



ごみ拾いを実施しました。 

 初めにグループごとに集まり、自己紹介を済ませ、グループに所属す

る３年生が中心となってごみ拾いコースの選定や、やり方を丁寧に下級

生に指示しながら、校区内の美化に努めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では例年６月と１１月の２回、「いじめアンケート調査」を実施するとともに、子ども一人一人

と担任とが個人面談をする「教育相談期間」を設けることで、生徒理解に努めているところです。 

 昨今、北海道教育委員会の指導も

あり、いじめに関しては、生徒が嫌な

思いをした場合は内容を問わず積極

的にいじめとして認知することとな

っており、その内容を子どもや保護

者から聞き取ることで、解決に向け

たきめ細やかな取組を図るようにし

ています。一方は喧嘩だと思ってい

たことでも、相手が嫌な思いをした

となれば、いじめと認知することが

多くなっているのです。最近、報道等

でいじめの数が増加しているのは、

こうした背景も一つの要因と言えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども相談支援センター  

相談窓口のお知らせ  
いじめや不登校、体罰などの学校教育に関する悩み、子育て・

しつけなど家庭教育に関する悩みなど相談してください。  

 

●電話相談  
  ０１２０－３８８２－５６  

（無料 、毎日 24 時間対応  ）  
 

●メール相談  

doken-sodan@hokka ido-c .ed . jp  
※ 急 ぎの場 合は電 話 相 談 を利 用 してください  

センターＷｅｂページ  

●来所相談  

                  （ 1 0 ～ 1 6 時 、土 日 ・祝 日 、年 末 年 始 はお休 みです 。 ） 

子ども相談支援センター  

                   札 幌 市 中 央 区 北 ３条 西 ７丁 目 道 庁 別 館 ８階  

※上記の電話相談 で予約 してください。  

※  センターの Web ページに、「子ども相談支援センターへの相談事例」

を掲載しています。次のＵＲＬからご覧ください。  

ＵＲＬ：http ://www.dokyo i .pref .hokka ido . lg . jp/hk/ssa/soudanj i re i .pdf  

 

 

①あなたは、今年４月から今日までア～クのようなことをされて、嫌な思いをしたことがあるか

ある ない

６月調査 ０人 164人

いじめアンケートの調査結果

　　ア：冷やかしやからかい悪口　　　イ：仲間はずれや無視
　　ウ：軽くぶつかられたり、遊ぶふりして叩かれたり
　　エ：ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたり
　　オ：お金や持ち物を隠されたり、いたずらされたり
　　カ：恥ずかしい事や危険な事をされたり、させられたり
　　キ：メールやＳＮＳで悪口を書かれたり、仲間外れにされたり
　　ク：その他



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

集計の結果から、６月にアンケートを行った際は臨時休業明けということもあり、「嫌な思いをし

た」と答えた生徒はいませんでした。また、「友だちが嫌な思いをしているのを見たり聞いたりしたこ

とがあるか」で「ある」と答えた２名についても、担任が状況を確認し、適切に対応しているところ

です。また、「いじめはどんな理由があっても許されないことだと思うか」が全員「そう思う」となる

よう、我々職員一同、引き続き折に触れて、子供たちと考えていきます。 

 

 

 

 深川東高等学校からプランターの寄贈を受けました。本校

の卒業生が自らデザインを考え作成したプランターだそう

です。「このプランターが、貴校生徒の豊かで潤いのある学

校生活の中でご活用いただければ」という願いが込められて

いるそうです。 

環境実行委員が水やり等をし、大切に育てています。 

 

 

 
 

 深川市教育委員会の学習サポートプログラムに「放課後教室」

というものがあります。 

この放課後教室は生徒に確かな学力を身に付けさせ、苦手な箇

所の克服や入試対策として行われます。 

３年生を対象に９月～１月までの８回、滝川練成会の講師が来

校し希望者に授業を行うものです。教科は数学と英語の２教科と

なります。 

 今年度の３年生は３２人の参加希望がありました。大いにこの

放課後教室を活用して、学力向上に励んでもらいたいものです。 

②あなたはいじめられたとき、誰に相談するか

先生 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 友人 父や母 兄弟姉妹 電話
メールやSNSの

相談窓口
誰にもしない その他

６月調査 81人 7人 96人 110人 44人 8人 2人 17人 4人

③４月から今日まで友だち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か

ある ない

6月調査 ２人 162人

④「子ども相談支援センター電話相談紹介」カードを知っていますか。

知っている 知らない

6月調査 163人 1人

⑤あなたは、いじめはどんな理由があっても許されないことだと思っていますか。

そう思う 思わない よくわからない

6月調査 153人 3人 8人

【実施日】 

 ①  ９月 ４日（金） 

 ②  ９月１１日（金） 

 ③  ９月２５日（金） 

 ④ １０月 ２日（金） 

 ⑤ １０月３０日（金） 

 ⑥ １２月 ４日（金） 

 ⑦ １２月１１日（金） 

（当初予定から追加） 

 ⑧  １月２２日（金） 
 
【時 間】 

 １５：５０～１７：２０ 
 
【場 所】 深中 理科室 



 

 

 

 前期中間テストの取組と併せて深川小学校、音江小学校と連携した家庭学習習慣ウィークの取組に

対する深川中学校のアンケートの集計結果が出ましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

29 57% 42 71% 36 63% 107 64%

① 25 86% 30 71% 24 67% 79 74%

② 4 14% 10 24% 12 33% 26 24%

無回答 ー 2 5% ー 2 2%

平均時間

① 10 34% 15 36% 9 25% 34 32%

② 8 28% 16 38% 9 25% 33 31%

③ 7 24% 13 31% 2 6% 22 21%

④ 9 31% 17 40% 19 53% 45 42%

① 18 62% 24 57% 21 58% 63 59%

② 10 34% 20 48% 9 25% 39 36%

③ 5 17% 10 24% 4 11% 19 18%

④ 10 34% 9 21% 10 28% 29 27%

　②：テレビを消す等、環境づくり　③：目を通す・様子を把握・声かけ　④：何もしない

設問４　お子さんの様子は？　①：家庭学習の計画を立てた　②：時間が普段より増えた

　　　　　③：スマホ、ＰＣ、ゲーム等の時間が普段より減った　④：普段と変わらない

設問３　家庭での取り組みは？　①：子どもと家庭学習について話し合った

１年 ２年 ３年 合計

1.5時間 1.7時間 1.6時間 1.6時間

「家庭学習習慣ウィーク」に関するアンケート　集計結果【深川中学校】

提出数

設問２　お子さんは、家庭学習が習慣化していますか？　①：はい　②：いいえ

１年 ２年 ３年 合計

　　　　※最下段の時間は、習慣化している人の平均学習時間

１年 ２年 ３年 合計



【自由記述】 

・ とてもよい取組だと思います。今後もよろしくお願い致します。 

・ 部活もあり忙しい中、一生懸命頑張っているので、これからも家庭学習習慣ウィークを実施してほしいで

す。 

・ スマホ世代なのでまずスマホって感じです。自ら家庭学習をするというのは、長期学校が休みだったせい

か難しいです。まずは宿題という形でやりながら家庭学習もやるほうが本人もやりやすいのでは？と思

います。 

・ テスト前（定期）に計画的に学習することは、当然と

考えています。この時期にこの取り組みを行うことの

意義がわかりません。 

・ あまり波をつくると勉強がイヤになるので、毎日・毎

週、日々の習慣をつくる様声かけしています。 

・ 普段と変わらず学習に取り組んでいたので、特に何も

話していません。科目によっては学習法を変えなくて

はいけない事は話しています。 

・ 本人なりに努力し頑張っていた様です。結果が楽しみ

です。（更に努力する事を望みます。） 

・ 自分なりの目標を決めて自分で頑張っていました。 

・ 家庭学習の習慣はついているので、時間の問題はあれ

ども、家庭学習習慣ウィークに入っても、特に変化はな

いです。テスト期間中もあり、まあまあです。 

・ 全生徒に市なり学校からもっと課題を出してほしかっ

た。子どもだけで留守番をしているあいだにできるこ

とを選ばなくても取り組めるものがあれば必然とやら

ざるを得ないのではないかと思う。学習のすすめ方が

わからないと言うが、親が教えられる内容でなければ何もすすまない。 
 

次回も今回と同じアンケートを繰り返し実施したのでは、今回のこの取組が無駄になってしまう可

能性があるので、今後より活用していける内容に変えていきます。また、皆さんからいただいたこれ

らの貴重な意見を踏まえながら、子どもたちの学力向上のために少しでも家庭と学校が手を取り合っ

ていける方法を一層検討して参ります。そのために、それぞれの小中学校の代表者で構成される「小

中連携会議」というものがありますので、その機関を中心に推進していきます。今後ともどうぞご協

力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 ６月には小康状態に入ったと思われたコロナウイルス感染

症も、東京を中心に７月中旬以降徐々に増え続け、今では皆さ

んご存じの通り、４・５月以上の感染者の報道が連日なされて

います。 

学校はそのような社会情勢の中、文部科学省から出された

「学校の新しい生活様式」に基づき地域の実情に応じながら

【旅行的行事予定】 

１年見学旅行  9月 28日（月） 

２年宿泊学習   

8月 19日（水）～20日（木） 

３年修学旅行  

10月 22日（木）～24日（土） 

 

【その他の行事予定】 

学 校 祭  11月 27日（金） 



日々の学校生活を送っています。とりわけ教職員

はすべての教育活動が終了した後、生徒が使用し

た箇所の消毒作業を毎日欠かすことなく行って

います。担任は教室のドアの取っ手やスイッチ類

はもとより、子供たち一人一人の机やいすの消毒

を丁寧に行っています。部活動の顧問は活動した

場所全ての箇所の消毒を行いながら、感染対策を

行っています。 

 そのような中、本校の旅行的行事は 1年生が９

月２８日に見学旅行（日帰り）、２年生が８月１

９・２０日に宿泊学習、３年生が１０月２２日～

２４日に修学旅行を予定しています。特に今月に

行われる２年生の宿泊学習については新聞報道

にもある通り、感染経路不明者の増加等もあり、

慎重な判断が必要となります。生徒の安全を第一

に考え、内容の変更等もあり得ます。その際は文

書にてお知らせいたします。 

 その他の行事につきましても、今後のコロナウ

イルスの感染状況によっては変更も十分あり得

ます。 

 また、学校祭については日にちのみ決定いたし

ましたのでお知らせします。内容等については、

感染リスクを避けながら、できるだけ従来通りの

活動を行える方法について、係を中心に検討を重

ねているところです。 

 

 

 

 

８月 ７日（金） 全校集会 

    ８日（土） 夏季休業開始～17 日（月） 

   １２日（水） 学校閉庁日～16 日（日） 

   １８日（火） 全校集会 

   １９日（水）  

   ２１日（金） ２年生回復休業 

   ２４日（月） 教育振興会サークル研修 

          定時退勤日（教職員） 

   ２５日（火） 職員会議（教職員） 

   ２６日（水） 

   ２７日（木） 一斉実行委員会・代表議員会 

   ３１日（月） 市Ｐ連常任委員会 

 

 ９月 １日（火） 防災教育 

    ４日（金） ３年生放課後教室① 

    ８日（火） 深川西高校体験入学 

   １０日（木） 学力テスト総合Ａ（３年） 

          一斉実行委員会・代表議員会 

   １１日（金） 生徒会役員選挙公示 

          ３年生放課後教室② 

   １４日（月）  

   １７日（木） 前期期末テスト１日目 

          職員会議・定時退勤日  

   １８日（金） 前期期末テスト２日目 

          ３年生音楽鑑賞 

（アウトリーチ事業） 

   ２３日（水） 一斉実行委員会・代表議員会 

   ２４日（木） 生徒会役員選挙告示 

   ２５日（金） 美化の日 

          ３年生放課後教室③ 

   ２６日（土） 深川東高校体験入学 

   ２８日（月） １年生見学旅行 

 
 

８月１２日（水）～８月１６日（日） 
 

 上記の期間中は学校閉庁日となり、原則教職員は

不在となり、学校は施錠しております。 

 何か連絡のある方は深川市教育委員会へご連絡

いただくか、学校へ連絡いただければ音声案内にて

自動的に転送になりますのでそちらをご利用くだ

さい。 

 深川市教育委員会 学務課 

０１６４－２６－２３３２ 

 深川中学校 

０１６４－２３－３５７４ 

 


