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☆心の窓を世界に開こう!!

学びの池
□生徒会スローガンについて
令和３年度生徒会スローガン

ひすい

翡翠
に決定しました。
【込めた思い】
・ 翡翠は調和と飛躍のパワーストーンで「成功と繁
栄」をもたらし、ものごとを成功に導いてくれる。
・ 翡翠の異称である「カワセミ」は見る角度や光の具
合によって見え方が変化する鳥ということから、
「視野を広げ、色々な角度から物事を見て生徒会活
動に取り組んでいく」

□中体連の主な記録
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、無観
客となりましたが、今年度は無事に中体連の大会が開催
されました。好成績を残し、全道大会出場を決めた部活
や、惜しくも敗退してしまった部活など、結果は様々で
すが、生徒達は限られた活動期間の中で、一生懸命に取
り組み、大会に臨みました。今後も感染症対策をしっか
りと施した上で、部活動を行ってまいります。
・卓球部 豊平・清田地区大会
男子 団体戦 予選リーグ敗退
個人戦 ベスト１６
女子 団体戦 ３位入賞
個人戦 ベスト１６
・陸上競技部 全市大会
男子 走り幅跳び ５ｍ８４
２位 全道出場
男子 ４種競技
１３６４点 ８位
・野球部 南地区予選
１回戦
平岸 ０ － ６ 藤野
・女子バスケットボール部 全市大会
１回戦
平岸 ７５ － １５ 光陽
２回戦
平岸 ４０ － ６２ 北都
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・男子バスケットボール部 全市大会
１回戦 平岸 ６６ － ３６ 平岡
２回戦 平岸 ７３ － ３８ 手稲
３回戦 平岸 ７４ － ４７ 向陵
４回戦 平岸 ６８ － ４３ 新川
決勝リーグ
１戦目 平岸 ８３ － ７３ 厚別
２戦目 平岸 ６２ － ５０ 啓明
３戦目 平岸 ５３ － ４８ 白石
優勝 全道出場
・ソフトテニス部 豊平地区大会
女子 個人戦 ３位（全市大会出場）
団体戦 ３位
男子 個人戦 ３回戦敗退
団体戦 ３位
・水 泳 全市大会
女子 50ｍ自由形
28 位 31 秒 58 全道出場
女子 50ｍ自由形
25 位 31 秒 48 全道出場
女子 100ｍバタフライ 8 位 1 分 16 秒 05 全道出場
・柔道 全市大会
個人 女子
階級別で優勝 全道出場

□夏休みの過ごし方
明日から、約１か月間の長い夏休みが始まります。
「充
実した夏休みにしよう」のプリントをお子様とお読みい
ただき、夏休みが安全で有意義なものになるよう、ご家
庭での声掛けをお願いいたします。
インターネット・携帯電話のトラブル等にも十分気を
つけるよう、ご指導いただきたいと思います。
まん延防止等重点措置の解除にともない、児童会館の
自由来館も再開されております。また商業施設の利用は
引き続き感染拡大防止にご注意の上、ご利用いただくよ
うよろしくお願いいたします。

３ 「こいぬのうんち」

終業式 学校長の話
「絵本って、すばらしい！」
４月１２日より、本校で絵本の読み聞かせを始めまし
た。きっかけは前任校の１年生の子どもたちに落ち着い
た、穏やかな朝を迎えてもらいたくて朝読書の時間に各
教室を回り始めたのが、きっかです。読み聞かせをして
みて気付いたこと、それは大人が読んでいても、絵本に
引き付けられ、感動するということです。本校で開始し
てみたところ、生徒の集中力は相当高いものでした。１
学年から３学年まで、毎朝１クラスずつ回っているので
すが、
私が久しぶりに教室に入ると
「やった！うれしい！」
という声があがります。５８歳になった私でも、非常に
テンションが上がり、１日の活力がみなぎります。これ
からも、できる限りたくさんの絵本を紹介していきたい
と思います。
実は私が「絵本の読み聞かせ」をはじめるチャンスを
与えてくれた人物が２人います。
その１人が前任校で相談支援パートナーとして勤務さ
れていた土山 きみこさんです。なんと土山さんは２６
歳になる私の息子が幼い頃、読み聞かせボランティアを
してくれていた近所のおばちゃんだったのです。私は偶
然の再開に運命のようなものを感じずにはいられません
でした。
「中学生に絵本は・・？」と悩んでいた私に「絶
対やるべきよ！」
と背中を押してくれたのは彼女であり、
転勤の際、たくさんの絵本を私に託してくれたのです。
そして、影響を与えてくれたもう１人の人物が東京の
小学校で 1 年間だけ私の担任だった依田逸夫先生です。
依田先生は私が教員を目指すきっかけにもなった人物で
す。絵本ではありませんでしたが、よく私たちに本の読
み聞かせをしてくれました。心地よいトーンで読んでく
ださるので、すぐに物語に入り込め、その世界を想像す
ることを楽しみました。私が教員になってからの影響力
も大きく、先日、２学年集会で生徒と競った紙飛行機、
飛距離選手権も彼のアイデアです。依田先生はその後、
児童文学作家として活躍されています。心温まる作品が
多いので、ぜひ書店で名前を検索してみてください。
最後に私が本校で今学期に読んだ絵本を紹介いたしま
す。何かの折に、ご家庭でも話題に上げていただければ
と思います。(＊絶版の可能性もございます。)
１ 「あなぐまのクリーニングやさん」
４月１２日～５月７日
文 正岡 慧子 絵 三井 小夜子
PHP にこにこえほん
２ 「きつねのおきゃくさま」
５月１２日～５月３１日
文 あまん きみこ
絵 二俣 英五郎
サンリー

文 クオン・ジョンセン
平凡社
４ 「チリンのすず」

６月１日～６月２９日
絵 チョン・スンガク

７月１日～７月１５日
文・絵 やなせ たかし フレーベル館
お子様が、コロナ禍であっても、健康で有意義な毎日を
過ごすことを願っています。
平岸中学校 校長 藤倉 悟

終業式 代表生徒作文
1 学期を振り返って
中学一年生の１学期、入学してすぐに学校が休校にな
ってしまいました。家で一人でする勉強はとても不安が
あり、
友達と会えなかったこともすごく寂しかったです。
そして、定期テストも延期になり、充分に授業を受ける
ことができなかったです。何より、一番楽しみにしてい
た部活動の開始が遅れ、残念な気持ちでいました。
しかし、今年の一学期は学校があり、みんなと一緒に
授業を受けることができて、部活動もできるようになり
ました。
それが、
いかに幸せなことかを実感できました。
さらに、フェイスシールドが導入され、できる事が増え
て嬉しいです。理科では実験ができるようになり、理解
が深まるようになりましたし、英語ではグループで話し
合いができるようになりました。
宿泊学習が延期になってしまいましたが、今は、班の
みんなと自主研修の計画で、
「どこを訪れるか」
、
「どこに
食べに行くか」などを計画することが楽しいです。とに
かく、学校に来られることが嬉しいです。
２学期はもっと充実した学校生活にしたいです。
２年生 代表生徒

◆２学期当初の行事予定〈変更の可能性もあります〉
８月１０日～１３日 夏季休校日
８月２３日（月）始業式・報告会・表彰式
（給食なし １２：２０下校）
教育実習開始
２４日（火）席書大会
２６日（木）常局代表議長会
３０日（月）内科検診
３１日（火）第２回定期テスト
（保健体育、技術・家庭科）

