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 今年の７月は記録的な猛暑が続き、急遽、保護者の皆様に熱中症予防のためのご協力をお願いすることと

なりました。お陰をもちまして、本日無事に１学期を終えることができました。改めまして保護者の皆様の

ご協力に感謝申し上げたいと思います。 

 この１学期は、各学年とも旅行的行事に一生懸命取り組み、とても大きな成果を上げてくれました。生徒

にとっても教師にとっても、とても楽しい行事になったようです。それは、事後の作文やまとめの掲示物に

よく見て取ることができます。集団としてのルールを守る態度を学んだり、現地の人の温かいおもてなしの

心を感じたり、学級や学年としての絆を深めることができたようです。特に、今年は各学年とも新しい学級

でのスタートだったので、学級の仲間意識が強められたことは、何にも増して１番の成果だったのではない

でしょうか。 

  しかしながら、この１学期には残念な出来事もありました。６月の１学期末テストが終わってから、生徒

の大きなケガが立て続けに発生したのです。いずれも、ささいな一言やいたずらが原因で起こりました。多

くの生徒が生活する学校では、どんなに注意していても小さなケガは起こってしまいます。しかし、今回の

場合は、テスト終了にともなう浮ついた気持ちが要因となっていることが明らかでした。私は全学級の担任

に、夏休みに向けて目標をもたせ、落ち着いた生活を送らせるように、指導をお願いしました。それと同時

に、私自身も学校の安全を管理する者として気持ちを引き締めました。 

 

 次に、大変うれしい出来事を２つ紹介します。 

 １学期始まって間もない頃、私は百合が原に住む女性の方から電話を受けました。電話の内容は、本校生

徒への感謝を伝えるものでした。その方がトライアルで買い物をして、自転車で帰ろうとしたときに転んで

しまったそうです。久しぶりに自転車に乗ったので、感覚が慣れなかったのだろうとおっしゃっていました。

そのとき、２年生の男子生徒３人が駆け寄り、自分を助け起こしてくれ、百合が原の家まで送って行きまし

ょうかと申し出たそうです。その方は、その場で生徒にお礼を言ったにも関わらず、よほど嬉しかったので

しょう。私に電話口で何度もお礼をおっしゃって、生徒さんにもくれぐれも宜しくと電話を切りました。 

 先日の太平百合が原夏祭りで、巡視に参加した地域に住む方からもお褒めの言葉をいただきました。それ

は、登校時間帯の出来事だったそうです。太平小学校の３，４年生くらいの子が他の子とぶつかって転んで

しまったときに、そこに居合わせた女子中学生が介抱して、持っていた絆創膏をその子の膝に貼ってあげて

いたそうです。このように、最近、本校生徒の善行についてよく耳にするようになってきました。他の人を

思いやる心優しい生徒がたくさん在籍していることを実感し、私にとって大変うれしく、とても誇らしい出

来事でした。 

 

 明日から１ヶ月間の夏休みになります。夏休みになると、

子どもたちはとかく開放的な気持ちになってしまうので、ケ

ガをしたり事故に遭いはしないかととても心配になります。

「始業式に、元気なみなさんに会えることを楽しみにしてい

ます。」はけっして社交辞令ではなく、教師の切実な願いな

のです。右に載せたものは、少し照れくさいのですが、私が

学級担任をしていた頃、学級通信に載せていた「夏休みの心

得」です。 

「一、 命を大切にすること」 

保護者、地域の皆様、夏休み中の子どもたちの見守りを、どうぞよろしくお願いいたします。 
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学校だより 



【８月】 

25 日（金）始業式 スペコン・漢コン(2 校時) 

       職員会議 教育実習開始（～9/28） 

28 日（月）木曜授業 B 日課 常局会 

29 日（火）体育大会特別時間割開始（～9/5） 

5 時間日課 2 年体育大会 2 学年公開日 

30 日（水）1,2 年学力テスト  

31 日（木）B日課 完全下校 

【９月】 

1 日（金）1 年体育大会 1 学年公開日 

 4 日（月）生徒会役員立候補受け付け開始（～9/8）、全協 

5 日（火）5 時間日課 3 年体育大会 3 学年公開日 

テスト前諸活動停止  

6 日（水）火 1～5木 6 B 日課 整列下校  

7 日（木）水曜授業 全学年「いのちの道徳」 

8 日（金）前期末テスト テスト 3 時間・木４・学 

     5 組レインボーピック 

13 日（水）3 年 学力テスト A 1、2 年 金 1～4・水 5・道 

14 日（木）B日課 木 1～5・月 2 

15 日（金）職員会議 完全下校 

19 日（火）Ⅱ期時間割開始 月曜授業 

20 日（水）水 1～4 総総 学校祭準備活動開始 

21 日（木）木 1～4 総総 

22 日（金）金 1～4 総総 ６時間日課 

25 日（月）月 1～4 総総 

26 日（火）火 1～4 総総 

27 日（水）水 1235 総総 

28 日（木）木 125 学総 1 年生 木 165 学総 ５時間日課 

29 日（金）第 39回 学校祭 

 

【野球】 
新琴似北中との合同チームでの出場  
1 回戦 太平３－９明園 初戦敗退 

【サッカー】 
北ブロック大会 2 回戦 太平０－８美香保 2 回戦敗退 

【男子バスケットボール】 
2 回戦 太平４８－５７手稲東  2 回戦敗退 

【女子バスケットボール】 
 3 回戦 太平３３－６０平岡緑  3 回戦敗退 
【男子ソフトテニス】 
 北区北部地区大会  団体戦 予選リーグ敗退 

太平０－３篠路西 太平１－２屯田中央 
 
 
 
 
 
 
【女子ソフトテニス】 

北区北部地区大会  団体戦 優勝⇒全市大会進出 
太平２－０屯田中央 太平２－０屯田北 

 個人戦 髙橋・平井組 1 位⇒全市大会進出 
     椎木・成田組 2 位⇒全市大会進出 
     坂本・木村組 高谷・大西組  2 回戦敗退 
     松本・阿部          2 回戦敗退 
 全市大会 

団体戦 位 太平１－２手稲東 １回戦敗退 
個人戦 髙橋・平井組 2 回戦敗退 

椎木・成田組 3 回戦敗退 
【男子バドミントン】 

北区北部地区大会  団体戦 3 位 
太平２－１西 太平１－２篠路 

個人戦 切通 3 位⇒全市大会進出 春藤 2 回戦敗退 
谷本・長浜組  ベスト 8 

全市大会 
個人戦 切通 ２回戦敗退 

【女子バドミントン】 
 北区北部地区大会  団体戦 優勝⇒全市大会進出 

太平２－０上篠路 
個人戦 菊池 ベスト 8 鳴海 2 回戦敗退 

氏家・後藤雅組 優勝⇒全市大会進出 
黒田・後藤夕組 ２位⇒全市大会進出 

   佐藤・吉峰組 吉村・香川組 ３位 
田口・谷口組 ベスト 8 

全市大会 
団体戦 太平１－２北都 ４位⇒全道大会進出 
個人戦 氏家・後藤雅組 準優勝⇒全道大会進出 

黒田・後藤夕組 ４位⇒全道大会進出 

8 月 25 日（金）８：35 朝読書（通常通り） 
※給食はありません。清掃後、11:55 下校予定です。

始業式の後、「漢字コンテスト・スペリングコンテス

ト」が実施されます。 
通知表が入っていたファイル、上靴、夏休みの課

題、朝読書用図書等、忘れずに持ってきてください。 

【剣道】 
個人戦 菊地 ２回戦進出後敗退   

池田 ２回戦進出後敗退   
【水泳】 

宮本 男子 200ｍ自由形 ２位 ⇒ 全道大会進出 
    男子 400ｍ自由形 １位 ⇒ 全道大会進出 

全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会 吹奏楽部（8/5 キタラ） 
北海道中学校水泳競技大会 宮本 (7/29～30 平岸プール) 
バドミントン全道大会 女子団体・個人  

(8/1～3 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ) 

先日、プリントでもお知らせしましたが、今年度、夏季休

校日が試行実施されます。8 月 10 日(木)、14 日(月)、15 日(火)
の３日間は学校が閉鎖され、部活動も休養日になります。 

                 
個人戦 竹島・小笠原組 3 位⇒全市大会進出 

福山・麻植組              4 回戦敗退 
成田・井利元組 竹村・宗廣組 3 回戦敗退 
村越・大野組 畠山・松丸組  2 回戦敗退 

全市大会 
個人戦 竹島・小笠原組 1 回戦敗退 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


