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中体連大会結果（7 月 1６日までの結果をお知らせします。）
昨年は新型コロナウイルス感染症のため中体連が開催されませんでしたが、今年は感染症対策を取った上で行
われました。部活動の活動停止がありながらも、生徒は少ない時間の中で、試合に向けて準備を行っていました。試
合では、生徒は最後まで諦めず、自分の力を出し切って頑張っていました。
《野球》
南地区 B ブロック
1 回戦 VS 真駒内曙中 ●０－６
《バレーボール》
ブロック予選リーグ
男子
VS 南が丘中 ○２－０ VS 琴似中 ○２－０
VS 手稲東中 ●０－２
全市大会
VS 西北中 ●０－２
女子
VS 八条中
○２－１ VS 北星女子中 ○２－０
VS 八条中
●０－２
《卓球》
男子団体 清田・豊平ブロック 準優勝 全市大会８位
個人戦
清田・豊平ブロック
３年生男子 １名 準優勝
３年生男子 4 名 全市大会出場
３年生男子 ２名 出場
２年生男子 ４名 出場
女子団体 清田・豊平ブロック 優勝 全市大会準優勝
全道大会出場
個人戦 清田・豊平ブロック
３年生女子 １名 優勝
３年生女子 ８名 全市大会出場
３年生女子 出場
２年生女子 ３名 出場
《バドミントン》
男子団体 豊平地区大会 優勝 全市大会３位
個人(S) 豊平地区大会
３年生男子 優勝
３年生男子 ３位
個人(D) 豊平地区大会
３年生男子ペア 優勝
３年生男子ペア ２位
以上 2 ペア全市大会出場
３年生男子ペア ３位
３年生男子ペア ３位
全市大会
３年生男子ペア ２位 全道大会出場
女子団体 豊平地区大会 優勝 全市大会２位 全道大会出場
個人(D) 豊平地区大会
２年生女子ペア 優勝
２年生女子ペア ２位
以上２ペア全市大会出場
３年生女子ペア ３位
全市大会
２年生女子ペア ２位 全道大会出場
２年生女子ペア ３位

《ソフトテニス》
男子団体 豊平地区大会予選リーグ
VS 中の島中 ●１－２ VS 八条中 ●０－３
個人(D) 豊平地区大会予選リーグ
２年生男子 ３ペア 出場
２年生男子 ３年生男子ペア 出場
３年生男子 ２ペア 出場
女子団体 豊平地区大会予選リーグ
VS 中の島中 ●１－２ VS 八条中 ○２－１
VS 西岡北中 ●１－２
個人(D) 豊平地区大会予選リーグ
２年生女子ペア 準優勝 全市大会出場
３年生女子 ４ペア 出場
２年生女子ペア 出場
《柔道》
全市大会
男子個人 ３年生男子 ５０ｋｇ級 ３位
１年生男子 ５０ｋｇ級出場
《バスケットボール》
全市大会
男子 VS 澄川中 ●２２－６６
女子 VS 札苗北中 ●６－１０４
《新体操》
全市大会
３年生女子
クラブ６．９点、リボン４．３点
《陸上》
全市大会
２年生男子
２００ｍ ２５秒３１
１００ｍ １２秒４１
全道新人大会１００ｍ出場
《剣道》
全市大会
男子 １年生男子 ２名 出場

《水泳》
全市大会
男子個人 ３年生男子
５０ｍバタフライ ５位
１００ｍ自由形出場
女子個人 １年生女子
５０ｍ自由形 全道大会出場
１００ｍ自由形出場
《サッカー》
南ブロック予選
VS 東月寒中 ○７－０
代表決定戦
VS 中の島中 ○５－０
全市大会
VS 元町中 ○２－０
VS 啓明中 ○３－１

女子 ２年生女子 ４位 全道大会出場

令和 3 年度合唱発表会の中止について
「まん延防止等重点措置」は７月１１日までで終了となりました。しかし、札幌市の感染レベルは、当面の間、「レベル
２」に該当することから、合唱発表会の活動において新型コロナウイルス感染症対策を十分にとることが難しい状況で
あると判断いたしました。つきましては、今年度の合唱発表会を中止といたします。楽しみにされていた皆様には大変申
し訳ありませんが、御理解いただけますようお願いいたします。

旅行的行事について
７月２０日に１年生の校外学習が行われました。保護者の皆様、御協力ありがとうございました。何度も延期があり
ましたが、無事行うことができました。とても充実した活動となり、思い出をたくさんつくることができました。また、これ
から９月、１０月に２年生と３年生の旅行的行事が行われます。保護者の皆様には、準備を始め様々な面で御協力を
いただくと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
１年生校外学習

スローガン「ゆめいろ」
【日程】
7 月 20 日（火）
【行き先】 新千歳空港、HOKKAIDO ソラキッチン、千
歳市開基記念総合武道館など
【内容】
ウォークラリー、学年レクなど

スローガン案 １組女子
学年旗原案 ５組男子
制作 1 学年議長・副議長・書記メンバー

２年生宿泊研修

スローガン「エメラルド」
【日程】
９月３０日（木）～１０月１日（金）予定
【行き先】 小樽、民族共生象徴空間ウポポイ、ニセコアウ
トドアセンター、倶知安町体育館などを予定
【内容】
小樽自主研修、民族共生象徴空間ウポポイ見
学、製作体験、学年レクなど

スローガン案 ４組女子
学年旗原案 １組女子
制作 ２学年総務係学年旗制作メンバー

３年修学旅行

スローガン「飛翔」
【日程】
１０月５日（火）～１０月７日（木）予定
【行き先】 函館、登別伊達時代村、五稜郭公園、箱館奉行
所、大沼公園などを予定
【内容】
函館山展望台、大沼公園製作体験など

体罰事故調査委員会について

スローガン案 ４組女子
学年旗原案 １組女子
制作 ３学年総務係学年旗制作メンバー

休み中の悩み相談窓口について

札幌市では、体罰事故に関する調査の透明性及び公平
性の充実の確立のため、当該学校以外の校長や PTA 役員
（元役員を含む）及び第三者から成る委員会を設けて調査
を実施することになっています。
学校において万が一体罰事故が発生した場合には、この
体罰事故調査委員会の立会のもと、調査を行うことになりま
す。学校としては体罰が起きないように万全を尽くしてまいり
ますので、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたし
ます。また、札幌市教育委員会では、体罰に関わる電話相談
窓口を設置しています。御心配なことなどありましたら、御活
用ください。
札幌市教育委員会「体罰電話相談窓口」
TEL ２７２－６０３４ （受付時間）
平日のみ１０：００～１７：００

困っていることや悩んでいることを誰かに相談する
ことが大切です。もし、周りの人に相談しづらけれ
ば、専門の人に相談できる窓口があります。秘密は必
ず守られます。
〇いじめ電話相談（少年相談室）
TEL ０１２０－１２７－８３０（通話無料）
〇24 時間子供 SOS ダイヤル
TEL ０１２０－０－７８３１０（通話無料）
〇子どもアシストセンター
TEL ０１２０－６６－３７８３（通話無料）
メール assist@city.sapporo.jp
〇性暴力被害者支援センター SACRACH（さくらこ）
TEL ０５０－３７８６－０７９９
TEL 局番なし♯８８９１（はやくいって）
メール sacrach20191101@leaf.ocn.ne.jp
〇体罰・性被害相談窓口
TEL ０１１－２７２－６０３４
メール taibatsu.seihigai@city.sapporo.jp
〇虐待対応ダイヤル
TEL 局番なし１８９（いちはやく）（通話無料）

８月主な行事予定

●お知らせ●

１０日（火） 諸費再引落日
１１日（水）～１３日（金） 夏季休校日
１８日（水） ＳＣ来校日
２３日（月） ２学期始業式（給食あり・５時間日課）
２４日（火） 前期定期テスト
２５日（水） ＳＣ来校日
２６日（木） 全協・委員会・局会

明日から夏休みが始まります。事故等に十分に注意し、２
学期始業式には全員元気に登校することを願っています。ま
た、本校では、８月 11 日（水）～８月 13 日（金）を夏季休校
日とし、学校としての休校日とさせていただきますので、御理
解と御協力をお願いいたします。

