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「初めての予定通り」
３年１組担任 春日 毅史
この学年はコロナ禍の真っ只中に入学しました。入学して数日で休校になり、次に登校になったのは６月という環
境でスタートしました。野外学習は内容を大きく変更し、楽しみにしていた部活動は何度も休止になりました。２年生
になってもその不安定な状況は変わらず、宿泊学習の延期を余儀なくされました。そんな中、生徒の皆さんは私たち
には文句１つ言わずに、できることに取り組み続けてきました。それだけでも素晴らしいことだと思います。そんな環境
が少しずつ変化し、修学旅行を予定通り行けるところまで来ました。しかし、教員にも生徒にも保護者の皆様の胸中
には「〇〇〇した場合どうなるのか」という不安は尽きなかったと思います。それはきっと旅行中もあったのではない
でしょうか。それが無事行うことができ、無事故で終えられた安堵感は今までの教員人生で経験したことのないもの
でした。生徒も作文やスライドでその思い出を様々な形で表していました。７月７日のビデオ上映会ではその様子の
一部を伝えられたと思います。これから初めての「例年通りの学校祭と合唱コンクール」があります。「最高学年とし
て」「１・２年をひっぱるような」という今まで感覚での期待も大事なのかもしれないですが、どうか暖かい目で見守っ
てただけると幸いです。これからも本校の活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

「宿泊学習を振り返って」
２年１組担任 板谷 則章
５月３１日（火）から１泊２日で２年生は宿泊学習に行ってきました。天気予報では、雨マーク。雨天の中実施にな
るのかと思っていましたが、雨にあたることもなく、実施することができました。
１日目、まずは赤平にある植松電機での研修です。ロケットのエンジン製作などにかかわり有名な会社で、はじめ
の植松社長からの熱い講演では、これまでの生い立ち。夢をかなえ、ロケット製作へという話だけでなく、生徒達の
将来への希望、挑戦へのパワーをもらうことができました。製作したモデルロケットを実際に打ち上げ、多くの満足し
た笑顔を見ることができました。
宿泊は「ネイパル深川」、体験型宿泊施設です。体育館などがあり、きれいな施設でした。五色綱引きやミニバレー
のレクレーション。夜はキャンプファイヤーが雨で中止。代替のキャンドルサービスに代わっても、大盛り上がりでフォ
ークダンス、テーマ曲の合唱、ビュフェ形式の食事にも満足していました。２日目の朝は、部屋・寝具の片付けが課題
でしたが、仲間と協力し、責任を果たすことができました。
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２日目は、旭山動物園へ。昨年の野外学習で円山動物園へ行っていますが、その記憶の残る内に、比較もかねて
来園です。円山に導入され始めている行動展示の元祖なことも事前学習済み。平日で道外からの来園も少なく、自
分の経験の中では一番すいている状態で、もぐもぐタイムなどの見学もしやすかったです。板東園長にも遭遇し、取
材をした班もありました。
宿泊学習のねらいである、仲間との協力しての課題解決、自分の役割分担に対する責任などのことを十分に果たす
ことができました。細かな課題を含め、１年後の最大行事、修学旅行に向けて、学年で前進していきたいと思っていま
す。

１年１組担任 川音 元宏

「4.75」

この数字は何を表していると思いますか？

ア：１年生野外学習の満足度

イ：１年生野外学習の日の風速

ウ：１年生野外学習の日の降水量

答えはなんと！「ア」です。５月２７日（金）、円山動物園に行き、野外学習を行った後に、お子様に野外学習を振り
返っていただきましたが、その中でのアンケートの数値です。「全体を通して、野外学習を楽しめましたか？」の問い
に「５：とても楽しかった」「４：まぁまぁ楽しめた」「３：どちらともいえない」「２：あまり楽しめなかった」「１：楽しめなか
った」の５択で答えていただき、５段階で数値化したものが「４．７５」という数字になりました。つまり、ほとんどのお子
様は「とても楽しかった」と答えていました。また、ただ楽しかったのではなく、「班の人たちと協力することができた」
といったような、野外学習のねらいもしっかりと達成できたようです。当日はあいにくの天気でしたが、事前に班で立
てた計画に沿いながらも、臨機応変に動くことができました。
本当の意味で「楽しむ」ためには、普段から何事にも一生懸命に取り組んでいないと楽しめないと思っています。
２学期には、学校祭や合唱コンクールなどの行事もあります。お子様には、ぜひとも１学期以上に「楽しめる」２学期
にしていただきたいと思っております。
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▼陸上部
・男子４００ｍ
３－１男子 第５位
・男子８００ｍ
３－１男子 第８位（全道大会参加標準記録突破）
・男子四種競技 ３－１男子 第６位
・女子走高跳
１－２女子 第８位
・女子四種競技 ２－１女子 全道大会参加標準記録突破
〇全道大会参加者
３－１男子：４００ｍ ３－１男子：４００ｍ、８００ｍ
２－１女子：四種競技 １－２女子：走高跳
▼水泳部
〇１－１ 女子
50ｍ自由形

男子３－１：８００ｍ

40 秒 40 予選敗退

50ｍバタフライ 48 秒 74 予選敗退
▼野球部（東地区Ａブロック）
・２回戦 青葉中 ３ 対 ２ 幌東中
・準決勝 青葉中 ０ 対 ４ 平岡中央中
▼男子バスケットボール部
・第４試合 青葉中 ７７ 対 ３９ 栄南中
・第６試合 青葉中 ４３ 対 ７３ 啓明中
▼女子バスケットボール部
・第３試合 青葉中 ４４ 対 ６６ 啓明中
▼バドミントン部（地区予選）
〇女子団体戦
１回戦 ○青葉中 ２－１ ●信濃中
準決勝 ●青葉中 １－２ ○厚別中
〇男子団体戦
１回戦 ●青葉中 ０－３ ○信濃中
〇女子個人戦シングルス
3-1 女子 １回戦 ●０－２ 厚別中
3-2 女子 １回戦 ○２－０ 厚別南中
２回戦 ○２－０ 信濃中
準々決勝 ●０－２ 厚別中
〇女子個人戦ダブルス
3-1 女子・3-2 女子 １回戦 ○２－０ 厚別中
２回戦 ○２－０ もみじ台
準々決勝 ●１－２ 厚別南中
3-2 女子２名 １回戦 ● ０－２ 上野幌中
2-2 女子２名 １回戦 ○ ２－０ 上野幌中
２回戦 ○ ２－０ 信濃中
準々決勝 ● ０－２ 厚別中
2-2 女子２名 １回戦 ● ０－２ 厚別中
〇男子個人シングルス
2-2 男子 １回戦 ● ０－２ もみじ台中
3-2 男子 １回戦 ○ ２－０ 厚別中
２回戦 ○ ２－０ 上野幌中
準々決勝 ● ０－２ 厚別南中
※地区ベスト８
1-1 男子 １回戦 ○不戦勝 上野幌中
２回戦 ● ０－２ もみじ台中
3

2-2 男子 １回戦 ● ０－２ 信濃中
3-1 男子 １回戦 ● ０－２ 厚別南中
3-1 男子 １回戦 ○ ２－０ 厚別中
3-1 男子 １回戦 ○ ２－０ 上野幌中

２回戦 ● １－２ 上野幌中
２回戦 ○ ２－０ 信濃中

準々決勝 ● ０－２ もみじ台中

※地区ベスト８
〇男子個人ダブルス
2-2 男子２名 １回戦 ● ０－２ 信濃中
3-2 男子・2-2 男子 １回戦 ○２－０ もみじ台中

２回戦 ●０－２ 厚別南中

3-1 男子・3-2 男子 １回戦 ○２－０ 信濃中 ２回戦 ○２－０ 厚別南中
※地区ベスト８
3-1 男子・3-2 男子 １回戦 ● ０－２ 厚別南中
2-1 男子・2-2 男子 １回戦 ● ０－２ 上野幌中
▼柔道部
２－１ 男子
２－１ 女子
３－２ 男子

準々決勝 ●０－２ もみじ台中

優勝(全道大会出場)
２位
２位

選手の皆さん、本当に良く頑張りました！
そして、３年生の皆さん、３年間お疲れ様でした！！
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