
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

校 長  石 成 牧 子  
 

真っ青な空に入道雲が立ち上がり夏本番の季節を迎え

ました。学校では、連日の猛暑に扇風機をフル稼働し熱

中症対策と新型コロナウイルス感染症対策をとりなが

ら、生徒が安心して教育活動に取り組むことができるよ

う進めてまいりました。 

 

４月の始業式からの４ヶ月間を振り返ると、様々な行

事や教育活動がありました。 

 

４月は、入学式や対面式、生徒会認証式や部活動結成、

学力テストや標準学力検査、知能検査、全国学力・学習

状況調査などの学習に関する検査、参観日や１･２年生の

二者懇談、修学旅行など、新年度のスタートということ

もあり、たくさんの行事・教育活動がありました。５月

には、生徒総会や３年生の二者懇談、２年生の宿泊研修、

体育大会を実施いたしました。６月には、ボランティア

活動や交通安全教室、教育相談、前期中間テスト、避難

訓練、北空知中体連大会がありました。７月には、空知中

体連大会、２年生の職場体験学習、参観日・懇談会、３年

生の薬物乱用防止教室などを行いました。このように行

事や教育活動が多い４ヶ月間でしたが、生徒は、一人一

人が目標を掲げ、汗を流し、真剣でひたむきに一生懸命

取り組んできました。生徒の明るさ、元気の良さ、頑張

りに拍手を送りたいと思います。特に３年ぶりとなる体

育大会や職場体験学習を実施できたことは、大きな一歩

になりました。生徒にとっては、学びの機会が増えたこ

とや地域の方々と関わりながら自分の将来を考える体験
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【４月 生徒会認証式】 

【５月 体育大会生徒会種目】 

【６月 北空知中体連 
      バスケットボール大会】 



活動ができたことは、今年度重点としています「人と関わりながら学び、主体的に活動する生徒の育

成」において「主体性」を身に付ける大切な学びの場にすることができました。 

 

また、部活動においても力を発揮することができました。

特に運動部に所属している生徒にとっては、全国大会へと

つながる中体連大会で日頃の練習の成果を発揮することは

大きな目標であり、３年生にとりましては、３年間の集大

成となる大会でもあることから、中体連大会が近づくにつ

れその意気込みが熱く伝わってきました。勝負の世界です

から必ず勝敗がつきます。勝っても敗れても、その競技を

通して学んだことや一生懸命に取り組んだ自分自身の成長

に自信を持ち、部活動とは違う場面においてもその力を発

揮してほしいと思います。 

 

今年度、全道中体連大会に出場するのは、卓球部（男子

団体戦・男子個人戦）、野球部、水泳部になります。全道大

会での活躍と健闘を期待しています。なお、文化部である

吹奏楽部は、全道吹奏楽部コンクール大会出場をかけて８

月６日に空知地区吹奏楽コンクールに出場します。美術部

においても７月２７日に鑑賞スケッチ旅行を実施する予定

でおります。 

 

このようにこの４ヶ月間の教育活動を通して生徒たち

は、一回りも二回りも成長しています。ご家庭でもぜひ、褒めてほしいと思います。 

 

最後になりましたが、７月１５日に実施いたしました授業参観・懇談会には、たくさんの保護者の

方々にご来校いただき、授業や教育活動、学校でのお子様の様子をご覧いただき心より感謝申し上げ

ます。思春期を迎えている中学生の時期は、頑張っている姿や努力している姿を親に見られることは、

どこか恥ずかしい気持ちがあり「参観日には来ないで！」と口にする子もいますが、内面では、見て

いてほしい、知っていてほしい、認めてほしい気持ちがあります。その兼ね合いが難しいところでは

ありますが、「見守っているよ！」という気持ちとそのスタンスが子どもに届いていることが大切だ

と思っています。学校では、保護者の皆様とお子様について共有できる貴重な機会と考えております

ので、参観日だけでなく学校に足を運んでいただけることは、たいへんありがたいです。今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 さて、学校は、明日７月２３日から８月１６日まで

の２５日間が夏季休業になります。この間、交通事故や

水の事故に気をつけ、新型コロナや熱中症を予防しなが

ら、安全で安心して過ごせる楽しい夏休みとなるよう、

ご家庭でもご指導をお願いいたします。 

 

 深川中学校のWEB 

サイトを開設していま 

すので、そちらもぜひ 

ご覧ください。 

【７月 空知中体連 

   バレーボール大会】 

【７月 ２年生職場体験学習】 



 

 

 

 令和元年度まで、本校 2年生の総合的な学習の時間の一環として、深川市内の各事業所の協力のも
と、職場体験学習を行っていました。しかし、令和 2年・3年と新型コロナウイルス感染症の影響で
残念ながら実施できずにいました。 
その職場体験が、今年度再び実施する運びとなりました。実施にあたっては、深川市教育委員会の

担当の方が事前に事業所と連絡調整をし、受け入れ可能な事業所をリストアップしてくださいました。
子供達はその中から希望する事業所を選択し、体験先を調整しました。その結果、１８カ所の事業所
にお世話になりました。体験先では、担当者の方が本当に丁寧に子供たちに接してくださり、感謝の
思いでいっぱいです。 
また、せっかく受け入れ可能と打診いただいたのにも関わらず、今年度お願いできなかった事業所

の皆様には、次年度以降お世話になると思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【職場体験学習 体験先一覧】 （順不動） 

 １．総合小売 

マックスバリュ深川店 ツルハドラッグ深川文光店 コープさっぽろ深川店 
 

 ２．保育 

北光保育園 新中央保育園 深川幼稚園 音江中央保育園 
 

 ３．理美容      ４．スポーツ     ５．自動車整備販売  ６．花屋 

ヘアスタジオＫ 広野スポーツ 旭川日産深川店 Nagom garden 
 

 ７．福祉施設     ８．ホテル      ９．寺院       １０．写真 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｱﾆｽﾃｨ深川 ﾗ･ｶﾝﾊﾟｰﾆｭﾎﾃﾙ深川 大龍寺 桑原写真館 
 

 １１．公共施設 

市立図書館 深川消防署 道の駅「物産館コーナー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深川幼稚園 
桑原写真館 広野スポーツ 

ラ・カンパーニュホテル深川 

市立図書館 
Nagom garden 



 

 

【北空知大会】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空知大会】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓球部 
＜男子団体戦＞ 

優 勝 空知大会出場決定 

＜女子団体戦＞ 

３ 位 空知大会出場決定 

＜男子個人戦＞ 

優 勝 加津伊佐海  

準優勝 青木 一馬  

ベスト 8 谷藤 柊希  

＜女子個人戦＞ 

ベスト 16 前村 瑠菜 

※ 個人戦については上記 4 名が空知大会

出場決定 

バレーボール部  優勝 
＜予選グループ戦＞ 

・対 明苑中 2－0 勝利  

決勝トーナメントへ 

＜決勝トーナメント＞ 

・対 石山中 2－0 勝利 

・対 雨竜・妹背牛・秩父別中 2－1 勝利 

・対 沼田中 2－0 勝利 

野球部 Ａブロック優勝 
・対 開西中・新十津川中 7－0 

（5回コールド）勝利 

バスケットボール部 
１回戦  

対 赤平中 ４１－６５ 惜敗 

バドミントン部（常設外部活動） 
＜個人戦男子シングルス＞ 

 ＊大橋海斗 

  ・1回戦 対 明苑中 2－0 勝利 

  ・2回戦 対 江陵中 0－2 惜敗 

陸上部（常設外部活動） 
男子四種競技（110ｍh・走高跳・砲丸投・400ｍ） 

・優勝 佐藤涼太（全道大会出場資格取得） 

 

・記録 １１０ｍｈ １９秒４４ 

    走高跳   １ｍ４０㎝ 

    砲丸投げ  ８ｍ１７㎝ 

    ４００ｍ  ５９秒７９ 

    総合得点  １５０８点 

卓球部 男子団体優勝 全道大会出場決定  

男子個人 谷藤 準優勝  青木 ５位 全道大会出場決定 
 
＜男子団体戦＞・１回戦 対 滝川明苑中５－０勝利 ・準決勝 対 新十津川中３－２勝利 

 ・決 勝 対 岩見沢光陵中３－２勝利  
 

＜女子団体戦＞・１回戦 対 岩見沢光陵中０－５惜敗 
 
＜男子個人戦＞◇谷藤柊希 準優勝 全道大会出場決定 

   ・１回戦 対 光陵中３－０勝利  ・２回戦 対 光陵中３－２勝利 
   ・３回戦 対 歌志内中３－１勝利 ・準決勝 対 浦臼中３－０勝利 
   ・決 勝 対 美唄中１－３惜敗 

 
       ◇青木一馬 ５位 全道大会出場決定 

        ・１回戦 対 長沼中３－０勝利  ・２回戦 対 一已中３－０勝利 
        ・３回戦 対 一已中２－３惜敗 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※これらの結果は深川中学校のＷＥＢサイトでもご覧になることができます。 

 

 

 

 

□ 水 泳 ７月２２日～２４日 北海道立野幌総合運動公園総合体育館プール（江別市） 

 ・男子１００ｍ平泳ぎ、男子２００ｍ平泳ぎ（３年：佐藤颯） 

 

 

□ 野 球 ７月３０日～８月３日 千歳市民球場他（千歳市） 

 （３年：折川寿弥、廣中陽太、田口蒼斗、鈴木晴人、布野徳弥、林晴翔、佐藤涼太、村井大翔、 

橋本真一、佐藤敦斗、越智楓真） 

 （２年：鈴木郁吹、今井蒼之助、伊藤大成） 

（１年：柴田陸斗、伊藤謙佑、飛田翔真、田口陽太、高田万里、藤村一真、笹井幸太郎、野地楓斗） 

 

 

□ 卓 球 ８月２日～４日 リアルター夢リンゴ体育館（旭川市） 

 ・男子団体（３年：青木一馬、谷藤柊希、加津伊佐海、早川佳宏、山脇正康、右代大和、吉田健悟

２年：森井陽生） 

 ・男子個人（３年：谷藤柊希、青木一馬） 

卓球部（前頁の続き） 
＜男子個人戦＞◇加津伊佐海 

        ・１回戦 対 栗山中３－０勝利  ・２回戦 対 浦臼中０－３惜敗 
 
＜女子個人戦＞◇前村瑠菜 

        ・１回戦 対 光陵中０－３惜敗 

野球部 優勝 全道大会出場決定 
・１回戦 対 美唄東中 ７－０(５回コールド) 

・準決勝 対 一已中 １１―１(５回コールド) 

・決 勝 対 沼田・秩父別 ４－３勝利 

女子バレー部 ３位 
・１回戦 対 岩見沢明成・豊中 ２－０勝利 

・準決勝 対 栗沢・岩見沢清園 ０－２惜敗 

男子バレー部(常設外部活動) 準優勝 
【出場チーム４校のリーグ戦】 

・１試合目 対 岩見沢東光・豊中 ２－１勝利 

・２試合目 対 清園中 ０－２惜敗 

・３試合目 対 光陵中 ２－０勝利 
 
 ※男子バレーは 
深川・一已・雨竜・北竜の合同チームです。 

剣道部(常設外部活動) 
＜男子個人戦＞ 

◇宮田倫圭 

   ・１回戦 シード 

   ・２回戦 対 新十津川中 惜敗 



 

 

７月上旬に行いました「学校評価アンケート」

へのご協力、本当にありがとうございました。 

今後、お答えいただいた意見を集約し、改善の

方策を立てて参ります。 

９月下旬に発行する学校だよりにて、皆様に

お知らせする予定ですので、しばらくお待ちく

ださい。 

 

 

 

 昨日、保護者の皆様へタブレットの持ち帰り

と「タブレット活用のルール」についての文書を

配布いたしました。 

 コロナ禍において、以前から北海道教育委員

会や深川市教育委員会から、一人一台端末を活

用したお子さん一人一人の学びの保障の充実が

通知されております。 

本校としましても、まずは夏休み期間中に家

庭に端末を持ち帰っていただき、家庭学習の一

助にしていただきたいという思いから、今回の

決定をいたしました。 

今回の持ち帰りはタブレットの活用を強制す

るものではありませんが、例えば深川市教育委

員会が、次年度の導入を見据え７月から試用で

きるようになっている「ミライシード」というア

プリには「ドリルパーク」というＡＩドリルが備

わっており、お子さんの習熟度に応じた問題が

出題される（数学など）ようになっております。すでに授業などで子供達は活用しておりますので、是非

ともご家庭でお試しいただきたいと思います。 

８月１７日（水）の登校日に電源コードと共に学校に戻してくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 8月 1日（月） 中体連全道野球③（千歳市） 

    2日（火） 中体連全道卓球①（旭川市） 

          中体連全道野球④ 

    3日（水） 中体連全道卓球② 

          中体連全道野球⑤ 

    4日（木） 中体連全道卓球③ 

    6日（土） 空知吹奏楽コンクール 

          非核平和都市宣言記念式 

   １０日（水） 学校閉庁日 

   １１日（木） 山の日 

   １２日（金） 学校閉庁日（～１５日） 

 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） 

   ２５日（木） 拓大ものづくり教室 

   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 

 

 

８月１０日(水)、８月１２日（金）～８月１５日(月) 
 ８月１０日（水）１２日（金）１５日（月）は深川市で定める学校閉庁日、８月１３日（土）１４

日（日）は本校独自の学校閉庁日となっております。そのため、この期間は学校を施錠し、原則教職

員は不在となります。 

 

 【保護者の皆様から学校への連絡】 

閉庁日期間中に「事件・事故にあった」「ＰＣＲ検査を受けた」、「コロナ陽性だった」「濃厚接触者

に特定された」など、緊急の連絡がある際は、お手数ですが学級連絡網にある担任までご連絡をお

願いいたします。 
 

 【学校から保護者の皆様への連絡】 

上記の期間に関わらず学校から緊急の連絡がある際は４月８日付「緊急時の連絡体制について（お

願いと確認）の通り「安心メール」を送信したします。（未登録家庭などには電話連絡） 

 


