
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

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季節を迎えました。学校では、前期中間テスト

が６月１６日に終了し、得点通知表で結果をお知らせしたと

ころです。また、これからの時期は、北空知中体連大会が６

月２９日・３０日に開催されるとともに、各種大会やコンク

ールが予定されており部活動の練習に一段と熱が入る時期

でもあります。目標に向かい部活動を通して学んだことや身

に付けたことを思う存分発揮し、活躍を期待するとともに成

長する姿を楽しみにしています。 

 

さて、ようやく様々な教育活動が感染対策に配慮しながら

も実施できるようになり、学校では、今後を見据え持続可能

な方向性を検討しながら学びの歩みを進めているところで

す。そのような中、コロナ禍とはいえ３年間取り組んでいる

教育活動の一つにボランティア活動があります。今年度は、

６月３日に実施いたしました。その活動内容は、本校校区（時

間内に歩いて移動できる範囲の校区）のゴミ拾いです。全校

生徒を縦割りの１２グループに分け、１グループに各学年の

生徒が３～４名所属し１２名程度で活動します。活動の前に

は、オリエンテーションやグループ学習の時間を設け、目標

を設定したり、活動計画を立てたりします。活動当日は、３

年生がリーダーとなり指示を出し、各グループで協力しなが

ら取り組みます。そして活動終了後には、グループごとに反

省をし、成果と課題を確認します。 

 

実は、このようなボランティア活動は、学校教育法に「小・

中・高等学校等において、ボランティア活動など社会奉仕体

験活動の充実に努めること」とされています。また、学習指
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【6 月 3 日 地域清掃ボランティア】 

【6 月 3 日 地域清掃ボランティア】 

【R2 年度防災教室の講話】 



導要領においても総則や総合的な学習の時間、特別活動に位

置付けられています。本校では、ボランティア活動を通して

生徒が「地域で生活する一員として地域に貢献する態度」や

「他者と協働しながら課題を解決する能力」を身に付けられ

るように探求的な学習の取組として総合的な学習の時間に位

置付けて実施しています。 

 

活動当日は、晴天に恵まれたこともあり生徒は、意欲満々

に学校を出発しました。大小様々なゴミを拾い、約１時間半

にわたる活動を終え学校に戻ってきた生徒の表情は、清々し

くも充実した笑顔が多く見られました。このような経験を通

して、柔軟で心身の成長が著しいこの時期に学校の中だけで

なく外に目を広げ、社会における自分の役割や貢献できるこ

とを考える機会になるよう取組を進めています。 

 

今回の地域清掃活動の他にも一昨年度から取り組んでいる

活動に「防災教室」があります。この取組は、実際に地域へ行

き社会貢献活動を行うというものではありません。深川市の

自治防災室にご協力いただき、防災に関わる基礎的な知識を講

演いただいたり、災害時の避難所における段ボールベッドや災

害用テントを設営したり、避難所の運営について「ＨＵＧ」と

いうゲームを通して考えたりするものです。つまり、災害時に

対応する能力を事前に身に付けるという考え方です。この防

災教室を通して生徒は、中学生でも災害に対する知識や避難

の方法、避難先での具体的な取組を疑似体験することで、地域

の一人として貢献できることを学びました。 

  

中学生という多感な時期にこそ、自分と社会とのつながりを

感じてほしいと思います。そのため、教育活動として行うボラ

ンティア体験だけではなく、地域や生徒自身の生活との関わりの中で社会貢献できる機会があればと

思います。社会貢献というと大きな活動のように思えてしまうかもしれませんが、それは、募金とい

う形かもしれませんし、ただ手を取って寄り添ってお話をすることかもしれません。一緒にスポーツ

を楽しんだり、利用施設の清掃をしたりすることかもしれません。このような活動を通して、人と人

との違いや異文化を理解したり、自分の新しい可能性を見いだしたりします。そして「他者への思い

やり」や「自己有用感」を育む活動を体験することで「こんな社会にしたい」と市民性を培ったり、

自分は「こんな人になりたい」など自分自身のキャリア発達を促す機会にもつながります。 

 

学校でのボランティア活動が、校内から校外へ、地域から社会へと小さな芽が広がっていく機会と

なることを願っています。ご家庭におかれましても、ご家族のボランティア体験や社会貢献の経験を

子供たちに伝えていただければと思います。 

 

【R3 年度防災教室 

避難所運営「HUG」の取組】 

【R２年度防災教室 

段ボールベッドの組立】 

【R２年度防災教室 

災害用テント設営】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校は例年 5月と 11月の 2回、「嫌なことアンケート」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」を設けることで、生徒理解に努め、いじめの芽を小さいうちに摘

み取るよう取り組んでいます。 

 

 今回の調査では、「嫌な思いをしたことがある」と回答したお子さんが６名おり、そのうち４名は

「今も嫌な思いをしている」と回答しており、（５月末現在）「嫌な思いをしてるのを見たり聞いたり

したことがある」と回答した子は２２人にのぼりました。 

 

 これらの結果を受け、まずは担任が教育相談等を活用して聞き取りを行いました。その後、学年内

で情報共有を行い、さらに各学年の生徒指導担当や管理職が加わった「学校いじめ防止委員会」にお

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

５月調査 6 153

②どのようなことをされるか

ア イ ウ エ オ カ キ ク

5月調査 4 0 0 1 1 0 1 1

③②のことで今も嫌な思いをしているか

している していない

５月調査 4 2

④あなたは嫌な思いをしたとき、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

５月調査 88 9 116 100 35 6 4 24 9

⑤４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

５月調査 22 137

⑥「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

５月調査 151 7

⑦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

５月調査 142 2 15

　　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

第1回嫌なことアンケートの調査結果



いて、指導の方針を立てることで担任一人が問題を抱え込んだり、自分の価値観のみで対応したりす

るのではなく、組織的に子供と向き合っていくよう努めています。そうすることで小さな問題でも、

職員全体で共有できる体制づくりを行っています。 

 

 今回、嫌なことをしていると回答した子のすべての案件が解決したわけではなく、今後も指導や見

守りを継続して参ります。また、「嫌な思いをしてるのを見たり聞いたりしたことがある」と回答した

子が２２人いることは、それだけ多くの子たちが危機意識を持っている表れとして肯定的に捉え、そ

の子たちの話にしっかり耳を傾けるよう努めて参ります。 

 

 その他に「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」に対して「思わない」２人、

「よく分からない」１５人という回答でした。これは「よく分からない」が昨年度よりも大きく増え

る結果となり、これらの数が少しでも減るよう、今後も指導を継続いたします。 

 

 今年度は学級で生徒自身がいじめについて考え、生徒総会の折に発表をしたりもしていますが、そ

の他にも日常的な教員による指導や道徳の授業の充実、ピア・サポート（仲間同士の支え合い）の導

入なども行って参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、皆様に上記のチラシについて、お子さんを通じて配布しています。 

 これまでも、子ども支援センターの相談窓口やＬＩＮＥ相談などのご案内をして参りましたが、今

回、道教委の施策として「お悩みポスト」が７月１日から運用開始となりました。 

学校のタブレットからでも自宅からでも、悩みを打ち明けることができるようになっております。

それらが、空知教育局 ⇒深川市教育委員会 ⇒本校 に届くようになっています。様々な形で子供

達のＳＯＳを拾うよう努めます。 



 

 

 

昨年度の学校評価アンケートの結果なども踏まえ、本校の教育活動を少しで

も保護者の皆様にお知らせする手段として、学校ホームページを昨年度以上に

活用する取組を進めています。 

 

■「学校からのお知らせ」では、各種保護者の皆さま向けの周知文書などが掲載されています。 

■「部活動の紹介」は今年度のこれまでの大会結果や、今後の試合予定などが掲載されています。 

■「教育活動の紹介」ではこれまでの各種行事の様子が掲載されています。 

 

右上のＱＲコードからもアクセスできますので、是非ともご活用ください。 

特に「学校からのお知らせ」欄に 6月 24日付文書「夏季における児童生徒のマスク着用に 

ついて」を掲載していますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

深中ＷＥＢサイトから 

深中ＷＥＢサイトから 

※ 閲覧の際には、ご自身のスマートフォ
ンやＰＣを更新されると最新のペー
ジをご覧いただけます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月１７日（金）の給食時間に渡辺養護教諭

が自作の熱中症予防啓発のスライドを作成

し、給食の時間に放送しました。安全教育は学

校評価アンケートでもご指摘いただいていた

こともあり、より一層の充実を図ります。 

 

 

 

 ６月２０日（月）にＰＴＡだよりを発行し、総

務委員会主催のグラウンド整備の様子や、今年

度の各委員会の活動計画などを皆様にお知らせ

しております。 

 下記は６月２２日（水）～２４日（金）に行わ

れた、生活・研修委員会の街頭指導の様子です。

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総務委員会で集約したマスクが完成しまし

た。深川中学校の文字と校章入りのマスクです。

６月２７日（月）にお子さんに配布しています。 

 

 
 
  

７月 １日（金） 学校祭種目説明会 

４日（月） 空知教育局義務教育指導監 

          学校経営指導訪問 

    ５日（火） 学校評価アンケート配布 

    ７日（木） スクールカウンセラー来校 

    ８日（金） 中体連空知大会① 

    ９日（土） 中体連空知大会② 

   １２日（火） 一斉実行委員会・代表議員会 

   １３日（水） ２年職場体験学習 

          学校評価アンケート〆切 

   １４日（木） ２年職場体験学習 

   １５日（金） 参観日・懇談会 

          定時退勤日（教職員） 

   １６日（土） 北空知学芸連吹奏楽発表会 

   １７日（日）  

   １８日（月） 海の日 

   １９日（火） 全体研修（教職員） 

   ２０日（水） スクールカウンセラー来校 

   ２１日（木） 薬物乱用防止教室（３年） 

   ２２日（金） 全校集会、職員会議（教職員） 

          定時退勤日（教職員） 

   ２３日（土） 夏季休業開始（～8/16） 

深川東高校体験入学 

   ２７日（水） 美術部鑑賞スケッチ旅行 

 

 ８月１７日（水） 全校集会 

   １８日（木） 一斉実行委員会・代表議員会 

          スクールカウンセラー来校 

   １９日（金） 学校祭特別日課（～９/1） 

   ２４日（水） 深川市教育振興会（教職員） 

   ２９日（月） 教育実習生着任（～９/16） 

   ３１日（水） 放課後教室 

          スクールカウンセラー来校 

ＪＡきたそらち音江支所前 


