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１学期を終えて（終業式の代表生徒のお話）
学年委員長（３年）
３年生になって僕は、受験生らしく充実した一学期を送るために、頑張りたいことが二つあ
りました。
一つ目は、勉強についてです。僕は日頃から計画を立てて、学習状況に遅れを出さないよう
にしようと思っていました。しかし、最初は順調に進めることができましたが、段々計画通り
にならなくなり、目標を達成することができませんでした。これを反省して気づいたことは、
「何事も日々の積み重ねによりできている。」ということです。上手に時間を使い「今日はこ
れだけはやる」と決めたことは、しっかりできるようにし、次の学期に反映できるようにした
いです。
もう一つは、部活動についてのことです。僕は男子バレー部に所属しており、キャプテンを
務めています。今年は、３年生にとって最後の中体連となるため、全市大会まで勝ち上がるこ
とを目標にしていました。新型コロナウィルスの影響で、部活動の時間が少なく、練習も思う
ようにできませんでした。なかなか練習に集中することが難しいと感じることもありました。
それでも、再開後の練習で少しずつ感覚を取り戻し、中体連に臨むことができました。少しで
も長く試合に出たいと思っていましたが、目標としていた全市大会まで勝ち上がることができ
なかったのでとても悔しかったです。ですが、３年間、一生懸命部活動を続けてきて、普段の
生活では得ることができないような経験ができました。この悔しさをバネにして、２学期は、
勉強にも、行事にも全力で取り組み、進路実現に向けて頑張っていきたいと思います。
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＜お知らせ＞
札幌市教育委員会では、昨今、全国的な課題となっている教職員の長時間勤務等への対
応策として、夏休み期間中に「夏季休校日」の取組を実施しております。
これに伴い、本校では、8月11日(水)～8月13日(金)までを夏季休校日とし、年末年始の
休日等と同様に、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。なお、夏季休校日の取組につきましては、札幌市教育委員会 教職員課労
務係（211-3853）にお問い合わせください。

令和３年度

札幌市中体連大会の結果

＝札幌市中体連剣道選手権大会＝
【剣道部】
☆女子団体戦 第３位
（リーグ戦１勝２敗１分）
第１試合 北白石中1－3北都中
第２試合 北白石中2－3屯田北中
第３試合 北白石中4－1栄町中
第４試合 北白石中2－2平岡緑中
＊平岡緑中と勝ち点同数、勝者数で
北白石中が３位
☆女子個人戦（出場選手）
４人出場
☆男子団体戦 第３位
（予選リーグ ２戦全勝）
決勝トーナメント
１回戦 北白石中3－2陵北中
２回戦 北白石中4－0北都中
準決勝 北白石中0－4常盤中
☆男子個人戦（出場選手）
４人出場
１人がベスト16

＝札幌市中体連
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会＝
【男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】全市ﾍﾞｽﾄ16
２回戦 北白石中66－40青葉中
３回戦 北白石中78－49真栄中
４回戦 北白石中49－72白石中
【女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】
２回戦 北白石中43－24新川中
３回戦 北白石中27－73清田中
＝札幌市中体連ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
大会 J ブロック予選＝
【女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部】
第２位(全市大会出場決定)
北白石中2－1星置中
(20－25・25－21・25－23)
北白石中2－1北辰中
(12－25・25－12・25－22)
北白石中2－1宮の丘中
(23－25・25－10・25－17）
北白石中0－2南が丘中
(11－25・14－25）
＝札幌市中体連ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
選手権大会＝
北白石中0－2西岡中
(24－26・18－25）
＝札幌市中体連柔道選手権大会＝
【柔道部】
・60 ㎏級に１人出場

＝札幌市中体連陸上競技選手権大会＝
【陸上競技部】
★男子100m
４位入賞（11,67秒）
★全道大会出場(標準記録突破)
☆女子砲丸投決勝
4位入賞（8m94cm）
6位入賞（8m83cm）
＝札幌市中体連卓球選手権大会
白石厚別ブロック大会＝
【卓球部】
☆女子個人戦
第３位入賞 ２名
ベスト16
３名
以上５名 全市大会出場決定
☆男子団体戦 第３位
予選リーグ
北白石中3－0白石中
北白石中1－3米里中
北白石中3－0厚別南Ｂ
北白石中3－0北都中
北白石中3－2北都中
準決勝
北白石中2－3柏丘中
☆女子団体戦 準優勝
(全市大会出場)
予選リーグ
北白石中2－3厚別南中
北白石中3－1柏丘中
北白石中3－0幌東中
準決勝
北白石中3－1厚別北中
決勝
北白石中1－3厚別南中
＝札幌市中体連卓球選手権大会＝
★女子団体戦 ベスト８
予選リーグ
北白石中3－2柏中
北白石中1－3羊丘中
予選第２ステージ
北白石中0－3札幌大谷
☆女子個人戦
ベスト８（第７位）入賞１名
★全道大会出場

＝札幌市中体連野球大会
東地区Ａブロック＝
【野球部】第２位
１回戦 北白石中 5－1もみじ台中
２回戦 北白石中 9－4青葉中
準決勝 北白石中11－3北野中
決 勝 北白石中 0－9厚別北中

＝札幌市中体連ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
白石地区大会＝
【バドミントン部】
☆女子団体戦 第３位
準決勝 北白石中0－3白石中
＝札幌市中体連ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
白石地区大会＝
【ソフトテニス部】
☆男子団体戦 第２位
予選リーグ
北白石中3－0白石中
北白石中2－1米里中
北白石中1－2東白石中
準決勝
北白石中2－0北都中
決勝
北白石中0－2東白石中
☆女子団体戦 第３位
予選リーグ
北白石中3－0白石中
北白石中2－1東白石中
準決勝
北白石中1－2柏丘中
☆男子個人戦（ダブルス）
準優勝 １ペア
第３位 １ペア
★全市大会に２ペア出場

＝札幌市中体連ｻｯｶｰ大会
東ブロック大会＝
【サッカー部】第２位
北白石中1－0厚別中
全市代表決定戦
北白石中0－0米里中
PK（5－6）
＝札幌市中体連ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
大会Ｆブロック予選＝
【男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部】３位入賞
北白石中0－2西岡北中
（20－25・18－25）
北白石中2－0北嶺中
（25－6・25－13）
北白石中0－2澄川中
（19－25・22－25）

《着任教諭の紹介》
この度、９組を担当することになりま
★全道大会出場選手
した中山恵美です。
「３年 男子（陸上）」「３年 女子（卓球）」
コロナ禍でさまざまな活動が制限され
全 道大 会出 場選手 は、 自分の 実力を 発揮して悔 いのない大会 にな る中ですが、子どもたちの中学校生活が
豊かで有意義なものとなるように、そし
るよう健闘を祈っています。
ま た、 夏休 み中に は、 吹奏楽 部と演 劇部が札幌 市中文連大会 があ て、子どもたちの成長をしっかりと支え
るために全力でサポートしていきたいと
ります。頑張ってきてください。
思っています。どうぞよろしくお願いい
たします。

