
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

校 長  石 成 牧 子  

ストーブの温もりが心地よく、窓から見える音江

連山の頂に雪が積もる季節を迎えました。学校では、

年度当初に計画していた教育活動や空知教育局、深

川市教育委員会の学校訪問に加え、緊急事態措置の

解除により延期していた行事の実施や部活動の大会

やコンクールが開催され、例年にない活動的な 10月

でしたが、実りの秋にふさわしい成果を残すことが

できました。 

 

特に学校祭では、新型コロナウイルス感染症の緊

急事態宣言の発令を受け、期日を 9月 3日から 10月

29日に変更し、観覧できる種目や人数を制限しての

開催にいたしましたが、保護者の皆様には、子供た

ちの思いを込めた合唱や展示物をご覧いただき、大

きな拍手を賜りましたことに厚く感謝申し上げま

す。また、ＰＴＡ主催のバザーでは、新型コロナウイ

ルス感染症予防に配慮した個別包装のスイーツや飲

み物を準備し、学校祭を盛り上げていただきました

ことに心よりお礼申し上げます。 

 

第 8 回目となる学校祭は「深川中学校の全校生徒

一人一人が星のように輝き、168人集まって流星群の

ようになれる学校祭にしたい！」という思いからス

ローガンを『流星群』にしました。このスローガン

は、生徒会を中心に子供たち自身で決めたものです

が「流星」ではなく、「流星群」であることにも子供

たちの思いが込められているように思います。「一人

ではなく、周りには同じ思いを共有できる仲間がい

令和３年１１月２日（火）発行 第７号 
深川市立深川中学校 校長 石 成 牧 子 
〒074‐0013 文光町 13‐3  ℡２３－３５７４ 

【校訓】 自主 誠実 根気 

【生徒会 オープニング】 

【学級発表 ダンス＆バック絵】 

【合唱コンクール】 



る。そんな仲間たちと一緒に学校祭で輝こう！」とい

う思いです。そのスローガンのごとく、学校祭に向け

た取組が始まると一斉に学校が動き出しました。 

それぞれの種目に分かれ、目標に向かい活動して

いる姿は、夜空に瞬く流星群のごとく、キラキラと輝

いていました。けれども、決して順調に進んでいたわ

けではありません。途中、緊急事態宣言が発令され、

準備を進めていたにもかかわらず学校祭が延期にな

り、取組は一時中断になりました。約 2 ヶ月近い中

断を経ての再開になりましたが、取組の中で壁にぶ

つかったり、時間がなく予定を変更しなければなら

ないこともあったと思います。しかし、子供たちは、

試行錯誤を続け、歩みを止めることはありませんで

した。そうして迎えた学校祭で子供たちは、そのパワ

ーを発揮し、まぶしいくらいの活躍ぶりでした。閉祭

式での子供たちの表情は達成感に満ちており「やり

きった！」という自信が感じられました。まさしく

『継続は力なり』を実感した瞬間でもありました。あ

きらめて立ち止まってしまえばそこで終わりです。

しかし、立ち止まっても、もう一度「やってみよう！」

「頑張ってみよう！」と思って前に進めば、何かを得

ることができることを学校祭で学ぶことができたの

ではないでしょうか。その学びをこれからの学習や

生活に生かしてほしいと思います。 

 

他にも、学校生活では、『継続は力なり』を実感で

きる場面があります。例えば、子供たちが毎日続けて

いる１０分間の朝学習や朝読書もその一つです。た

かが１０分と言えども１０日で１００分、一ヶ月で

３００分（５時間）、一年で３，６５０分（６０時間）にもなります。継続することは「経験」が蓄積

されるということです。その経験こそが何物にも代えがたい自分の力になっていきます。 

かなり前になりますが、テレビのコマーシャルの中でイチローが言った言葉に「小さなことを重ね

ることが、とんでもないところに行くただ一つの道だ」というのがありました。自分を鼓舞する言葉

として今でも印象に残っています。昔から「天才は１％のひらめきと９９％の努力である」とも言わ

れています。生まれながらにして才能があり、楽をして天才になったわけではなく、どんなことがあ

っても継続し努力し続け、大きな偉業を成し遂げた人が天才と呼ばれるのだと思います。未来ある子

供たちには、その可能性が無限に広がっていると感じます。 

 

これから学校では、大きな行事を終え、学習面で実力をつけていく時期になります。まさに『継続

は力なり』が試されることになります。自分の夢や目標を叶えるために基本を繰り返し続けていくこ

とが大きな力になるということ『継続は力なり』を信じて取り組んでほしいと願っています。 

【創作画 テーマ「オリンピック」】 

【吹奏楽部演奏】 

【リサイクル工作 テーマ「環境問題」】 



 

 

 

 前回の学校だよりで、今年度行われた全国学力・学習状況調査の教科の結果を皆様にお知らせいた

しました。今号では、生徒質問紙の結果について抜粋してお知らせいたします。 

 

 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

深中 国 深中 国 深中 国 

学

力

の

向

上 

国語の勉強は好きだ。 66.1 60.8 62.2  87.0 61.7 

国語の授業の内容はよく分かる。 92.9 80.1 84.9  87.0 77.6 

数学の勉強は好きだ。 55.4 59.1 47.2  37.0 57.9 

数学の授業の内容はよく分かる。 84.0 74.6 60.4  61.1 76.9 

英語の勉強は好きだ。 51.8 56.7 62.3  66.6 56.0 

学

習

態

度

の

確

立 

毎日、同じくらいの時刻に寝ている。 78.6 79.8 83.0  66.6 78.0 

毎日、同じくらいの時刻に起きている。 96.4 92.7 86.8  88.9 92.8 

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。 62.5 63.5 58.5  42.6 50.4 

学校の授業時間以外に、普段(月曜日から金曜日)、１日
当たりどれくらいの時間、勉強をしますか。※1時間以上 

51.8 41.8 56.6  40.8 35.5 

学校の授業時間以外に、普段(月曜日から金曜日)、１日
当たりどれくらいの時間、読書をしますか。※30分以上 

28.6 14.1 41.4  31.5 13.4 

社
会
の
変
化 

1，2年生の時に受けた授業で、コンピュータなどのＩＣ
Ｔ機器をどの程度使用しましたか。※ほぼ毎日＋週 1回以上 

23.2 33.4 18.9  13.0 30.6 

これまで、学校の授業やそのための学習以外で日常的
に英語を使う機会が十分にあった。 

30.3 34.8 26.4  38.9 33.8 

心

の

教

育 

道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグル
ープで話し合ったりする活動に取り組んでいる。 

100 86.2 92.5  87.0 76.6 

友達と話し合うとき、友達の話や意見を最後まで聞く
ことができていますか。 

92.9 96.5 98.2  - - 

あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学
級活動で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決
方法を決めている。 

96.5 73.9 90.5  88.8 71.6 

生

徒

指

導 

自分には、よいところがあると思う。 73.2 76.2 47.2  83.3 64.1 

いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う。 96.4 95.9 96.3  98.2 95.1 

学校に行くのは楽しいと思う。 91.1 80.1 -  85.2 81.9 

 

※当てはまる＋どちらかと言えば当てはまる（％）    ※左側 深川中・右側 国 



〔分析〕 

⚫ 全体的に全国平均並み～上回る結果が多いです。 

 

⚫ 特に、「道徳の授業の考えを深める活動」「学級をよりよくするための話し合い」「学校に行くのが

楽しい」の項目は全国平均を大きく上回り、９割以上の生徒が「当てはまる」・「どちらかと言え

ば当てはまる」と回答しています。このことから道徳の授業の成果や生徒が学校生活に満足して

いる様子が感じられます。 
 

⚫ 「自分にはよいところがあるか」の質問については昨年度に比べると数値は大きく向上していま

す。しかし、依然として全国の数値よりは低い実態があり、自己肯定感が低いことが課題です。 
 

⚫ 「授業内容の理解」について、国語・数学ともに「分かる」と答えた生徒の割合が高いです。ICT

機器については、今年度よりさまざまな授業での活用が進んでおり、今後の向上が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【防災教室 10月 5（火）】 

 深川市役所自治防災室の方
に講師となっていただき、
「避難所運営ゲーム」を行い
ました。様々な事情をもった
人を校内のどの部屋に避難さ
せたら良いか考えました。 

【３年生の様子】 【剣淵町小中高連携協議会 
視察研修 10月 14（木）】 
 

 剣淵町の小・中・高校の先
生と教育委員会の方が、本校
のＩＣＴを活用した授業の様
子を視察にきました。 

【２年生理科の授業の様子】 

【植松社長とともにロケットづくり体験】 

【自作ロケット発射体験】 

【１年生見学旅行 
10月 7（木）】 

 今年度も赤平市の植松電
機に行ってきました。植松
社長の「思うは招く～夢が
あればなんでもできる～」
という講演をきき、子供達
はやる気をもらってきまし
た。 

【２年生宿泊研修 10月 
19日（火）20日（水）】 

 コロナ禍で延期になって
いた宿泊研修を無事実施す
ることができました。 
 
★北翔大⇒ ★おたる水族
館⇒ ★おこばち山荘⇒ 
★小樽市内自主研修という
日程でした。当日はあいに
くの雨でしたが子供達は一
所懸命活動をしました。 
今回は新たな取組みとし

てしおりの代わりにタブレ
ットを活用しました。 

【北翔大学でキャリア学習】 

【おたる水族館】 

【夕食の様子】 

【雨の中 小樽市内自主研修】 



 

 
 

１．緑化に関する作品募集 

例年行われている、深川市を緑にする会、「緑化に関する作品募集」で、今年度も本校の生徒が多数

入賞していますので、お知らせいたします。 

 右のＱＲコードをスマホのカメラで読み取っていただけると、作品を見ることができます。 

 

【ポスター原画の部】 

     ★ 最優秀賞 ３年 伊藤 日向 さん 

     ★ 優 秀 賞 ３年 明月 優花 さん 

               松本さくら さん 

     ★ 佳 作 ３年 青山 海里 さん 

               佐藤 鈴子 さん 

 

 なお、これらの作品については１１月２日（火）～１１月１６日（火）まで、プラザ深川（４条９番４

０号）において、９：００～２０：００まで展示されていますので、機会がありましたら是非とも足をお

運びください。 

 

２．絆づくりメッセージコンクール 

 この絆づくりメッセージコンクールは、北海道いじめ問題対

策連絡協議会が主催し、青少年からいじめやネットトラブルの

根絶を目指し、よりよい人間関係づくりを呼びかけるメッセー

ジを募集することで、よりよい人間関係を構築し、思いやりを

もって人と接する社会の実現に向けた意識の向上を図ること

を目的に行われています。このコンクールの「ポスター・メッ

セージ」部門において、本校 3年生の伊藤日向さんが、空知管

内の最優秀賞に輝きました。なお、後日空知教育局の職員が本

校に来校し、賞状が授与される予定となっています。 

 

 

 
 

【吹奏楽部】 

 吹奏楽部が３年連続で、日本管楽合奏コンテストへの切符を手にしました。今年度もコロナ禍の影

響で、録音した音源での審査になりましたが、見事全国大会への出場を果たすことができました。 

 全国大会は 2年前のように東京での開催ではなく、昨年度同様、各校が撮影した動画の審査となり

ます。すでに、10月 23日（土）に本校吹奏楽部は動画を撮り終えており、結果発表を待つばかりと

なっています。 

【1１月の部活動対外試合等の予定】 
 

★バレー 13日（土） 協会長杯 

★吹奏楽 3日（水） 定期演奏会＠み・らい 

           13：30 開場 

           14：00 開演 

日本管楽合奏コンテストホームページ 

【伊藤さんの作品】 



 審査及び動画配信日は深中１１月１３日（土）

となっております。ただし、動画を視聴するには

「動画配信チケット」を購入する必要がありま

す。（詳細はＨＰをご覧ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【野球部】 

 野球部は第 13回全日本少年春季軟式野球北海

道予選会・第 18回北海道中学校軟式野球選手権

大会に北空知代表として参加しました。10 月 9

日～11日に網走市を中心に 4 会場で行われた本

大会は以下の結果でした。 

 

１回戦 対 天塩・遠別中  ３－１ 

 ２回戦 対 稚内潮見が丘中  ９－２ 

 ３回戦 対 中 標 津 中  ５－１ 

 準決勝 対 ＴＴＢＣ（札幌） １０―２ 

 決 勝 対 東 神 楽 中  ２－５ 

 

 準優勝という素晴らしい結果を収めることが

できました。 

３月に静岡県で開催される全国大会に北海道

代表として出場予定です。 

 

 
 
 

 

１１月 １日（月） 教育相談① 

          生徒総会リハーサル 

    ２日（水） 教育相談② 

          生徒総会 

          1年アウト・リーチ（ダンス） 

    ３日（水） 文化の日 

          吹奏楽部定期演奏会 

    ４日（木） 地域参観日 

    ５日（金） 教育相談③ 

漢字検定 15:50～16:50 

放課後教室 

    8日（月） 職員会議 

          定時退勤日（教職員） 

    ９日（火） ３年アウト・リーチ（ダンス） 

   １０日（水） 学力テスト（１～3年生） 

          １年情報モラル教室 

          一斉実行委員会・代表議員会 

   １１日（木） 教育相談④ 

           

          スクールカウンセラー来校 

   １２日（金） 教育相談⑤ 

          数学検定 16:00～18:00 

          放課後教室 

   １５日（月） 諸活動休止日 

   １６日（火） 諸活動休止日 

3年アウト・リーチ（音楽） 

   １７日（水） 諸活動休止日 

   １８日（木） 後期中間テスト 

          避難訓練 14:25～14:35 

   １９日（金） 美化の日 

          放課後教室 

   ２２日（月） 定時退勤日（教職員） 

   ２３日（火） 勤労感謝の日 

   ２６日（金） スクールカウンセラー来校 

   ３０日（火） 三者懇談①（３年） 

１２月 １日（水） 三者懇談② 

    ２日（木） 三者懇談③ 

    ３日（金） 三者懇談④ 


