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たくましく生きる人

本年度の重点「自分で考え，判断し，行動できる主体的な生徒」の育成
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９月４日(金）好天のもと，第 69 回体育祭が行われました。今
回は例年の体育祭を大きく縮小し，行事名も広く公開しない校内
行事ということで，連合記録会と称して，平日の午前中に実施と
しました。当初は５月 23 日(土）開催でしたが，コロナウイルス
の関係で９月に延期にはなりましたが，何とか無事に終了できた
ことをうれしく思います。感染防止のため，例年行われていた玉
入れではソーシャルデイスタンスを取りながら，一定の距離から
１人ずつ笛の合図で玉入れを行ったり，長縄跳びでは，跳ぶ人数
を少なくするとともに，回し手の人と対面しないように跳ぶ生徒
は横向きに跳ぶなど，いろいろな工夫を凝らした団体種目になり
ました。かなりコンパクトにした行事ではありましたが，生徒一人一人が力を出し切り，楽しく充実した行事になった
と思います。この頑張りを今度は学習に向けて力を発揮してくれればと思っています。特に３年生にとっては，進学先
の決定など，一人一人の人生にとっても大きな意味をなす時期にもなりますので，自分の目標をしっかり定め，目標実
現のため努力を重ねてほしいと思います。

植松電機 植松社長講話から
９月 17 日（木），当初は１泊２日で計画していました２年生の宿泊研修ですが，泊を伴わない１日校外学習として，
赤平市にある植松電機を訪問させていただきました。その時に，社長の植松努さんが話してくれた講話が，生徒にとっ
てたくさんのことを学ばせていただく機会となりました。その講話では「思うは招く。だったらこうしてみればで，夢
は叶う！」というものでした。中学生くらいの年代は可能性のかたまりで，自分が興味をもって一生懸命取り組むこと
によって，どんな夢でも叶えることができるというお話でした。社長のお話の中で，社長自身は決して学校の勉強がで
きたというわけではなく，周囲の同級生とうまくコミュニケーションをとれたわけでもない小・中・高校の時代を過ご
していたそうです。ただ，紙飛行機作りなど，物作りのような自分の好きなことには本当に一生懸命取り組んでいたと
のことです。それが功を奏したのか，今のロケット作りの基盤となり，今となっては会社をつくり，様々な自分の夢の
実現に向けて邁進しているところであるということです。そのお話の中で何度も強調されていたことは，
「どうせ自分
には無理」と思わず，失敗を恐れずに粘り強く挑戦することの大切さです。本人の努力はもちろんのことですが，好き
なことを一生懸命取り組むうちに人が集まり，夢に向かって突き進む会社がつくれるところまでになった。支えてくれ
たたくさんの人たちなどの励ましで，更に高きを目指して努力することもできたとのことです。そもそも人は，それぞ
れ個性があってキャラクターも様々ですが，いろいろな人との出会いと本人の努力で，いくらでも可能性が広がるとい
う素晴らしい講話でした。
大人が今できることは，子どもたちを励まし，褒め，可能性を引出し，よりよい方向へ導くことだと思います。これ
からの未来を担う子どもたちが，さらに一層伸長できることを願って教育活動を進めていこうと考えています。生徒の
皆さんは，自分には可能性が無限にあるということを信じて，前を向いて努力を続けてほしいと思います。そのために
は周囲にいる大人の力も大切になります。大人がかける一言が子どもたちの意欲を高めたり，頑張る力を湧かせたりす
ることにつながります。今後とも子どもたちの見守りと温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
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連合記録会（第６９回体育祭）
事

校内意見発表表彰 部活動休養日
２学期中間試験（１，２年） 英検（一次）
認証式・常任委員会
道北記録会第５戦
U-15チャレンジ陸上大会
インターネットトラブル防止集会

３年修学旅行結団式
３年修学旅行１日目
中高一貫教育推進会議
３年修学旅行２日目
３年修学旅行３日目（帰校）

町教研運営委員会
空手授業（1.2年）
学力テスト（総合B）
常任委員会
定期演奏会（吹奏楽部）
職員会議（５時間授業）
空手授業（1.2年）
中高合同推進会議（午前授業）
放課後学習会（３年）

マーク先生，ありがとう！

上高インターンシップ
期末テスト（３年）
上高インターンシップ

土
25
日
26
校内研修（５時間授業）
月
27
レストラン研修（３年）
火
28
２年公立高校進路説明会
水
29
木 入試制度説明会（３年保護者）
30
金 町教研研究大会（2,3年午前授業）
31
土
※急な変更もあることをご了承ください。
24

新型コロナウイルス感染
症の影響で，延期していま
した第6９回体育祭。今年
は，プログラムの縮小及び
平日開催ということで，連
合記録会として９月４日
（金）
，爽やかな秋晴れの
中で開催することができま
した。平日にもかかわらずたくさんの保護者の皆様に見守られ，テー
マ「全力～過去の自分を超えよう」を胸に，生徒たちは最後まで諦め
ることなく精一杯競技に取り組みました。
１年男子１００ｍでは，葛間竣也さんが１３秒２４の校内新記録を
出しました。また，今年は，感染症対策として，できるだけ密になら
ない競技を生徒・先生方で考えました。１人ずつ順々に投げ入れる玉
入れ，長縄は数人ずつ分かれて跳び，その跳んだ合計を競うなど，さ
まざまに工夫された競技を見ることができました。
今回の連合記録会も，競
技者はもちろん，応援する
生徒たちの全力な姿がたく
さん見られ大変感動しまし
た。結果は，連合長の奥山
琉希さん率いる層雲峡連合
が見事優勝を果たしまし
た。今回の行事を通して生
徒たちは，自分の可能性を伸ばしたり，団結したりして，運動に親し
むことの大切さを大いに学ぶことができました。

９月１２日（金）
，上川中学校
で英語を教えてくれたマーク先生
（英語指導助手・ALT）が，２
年間の任期を終えました。在任中
は，英語の楽しさやカナダの様子
など，多くのことを生徒たちに教
えてくれました。マーク先生は，
日本のことをもっと学びたいと向
学心にあふれ，生徒も教職員も見習う点が多くありました。
たくさんの思い出のお礼とともに，マーク先生のカナダでの新たな
活躍を願い，エールを送りたいと思います。

教育実習お疲れ様
本校卒業生の伊藤響さんが，8月３１日(月)から始まった，３週間の教
育実習を９月１８日（金）に無事に終えました。本来なら，５週間とい
う期間ですが，大学側からの意向で，新型コロナウイルス感染症の影響
を考慮し，縮小した形での教育実習となりました。
短い期間ではありましたが，伊藤先生は，理科の授業実習はもちろ
ん，連合記録会（体育祭）の取組や部活動にも精力的に参加し，生徒と
ともに活動する時間を大切に過ごしました。
伊藤先生からは，
「楽しい時間を過ごすことができました。大学に戻っ
てからは，教師になる夢を実現するため，さらに勉強します」と，感謝
と抱負の言葉をいただきました。

２年生 体験学習
新型コロナウイルス感染症の影響で，
縮小された２年
生の研修活動が，9 月１７日（木）に行われました。生
徒たちは，赤平市にある植松電機を訪問し，社長の植松
努様からの講話を聴き，
ロケット製作体験を行いました。
今回の体験学習で，２年生は，校外で１日共に過ごす
ことで，仲間同士協力することの大切さを学んだり，集
団の一員としてよりよく生きようとする自主性など
の力を大いに高めることができました。

つねに気高く！ 上中生！
□野球部
・全日本少年軟式野球大会旭川支部予選（８月２９日・９月５日）
準決勝
対 永山中
４―０
（鷹栖町・鷹栖球場）
決 勝
対 永山南中 ２－３× 延長８回タイブレーク （上川町・総合グラウンド）
□バレー部
・ミカサ杯中学校バレーボール大会（８月２９日）
第１試合 対 東明中 ０－２
第２試合

対 北門中 ０－２

□陸上部
・旭川ジュニア陸上大会（８月２９日・３０日）
奥山 琉希：中３男子100m予選 12”93
大西 奏空：中２男子１００ｍ予選 13”49 中２男子２００ｍ予選 29”22（自己ベスト）
吉田 晃琉：中２男子100m予選 14”90 中２男子200m予選 30”99
佐藤 桜花：中２女子100m 16”43 中学女子砲丸投げ ７ｍ42（第６位）
茂利 來永：中学女子100mH 決勝 17”99（第３位） 中学女子走り高跳び １ｍ25ｃｍ（第４位）
葛間 竣也：中１男子100m予選 12”94（自己ベスト） 同決勝 13”09（第３位）
中２男子200m予選 27”87
小知井壱颯：中１男子100m予選 14”00（自己ベスト） 中１男子200m予選 29”47（自己ベスト）
宮川 透弥：中１男子100m予選 15”31（自己ベスト） 中２男子200m予選 32”42
伊藤 大介：中学男子800m 3’22”32（自己ベスト）
中学男子1500m 6’26”94（自己ベスト）
吉田・葛間・小知井・大西：男子４×100 リレー 予選 54”52（新チームベスト）
決勝 55”10（第７位）
・北海道ジュニア陸上大会（９月６日）
茂利 來永：女子四種競技 １７２９点（第６位）
・100mH 17”55（自己ベスト） ・200m 30”23（自己ベスト）
・高跳び １ｍ３０ｃｍ
・砲丸投げ ６ｍ７３ｃｍ

・道北選手権大会（９月１３日）
吉田 晃琉：男子100m 14”86 男子200m 30”44
佐藤 桜花：女子100m 15”88 女子200m 35”09（自己ベスト）
茂利 來永：女子200m 29”95（自己ベスト）
葛間 竣也：男子100m 12”96 男子200m 27”33（自己ベスト）
高野 凌丞：男子100m 15”32 男子200m 31”86（自己ベスト）
宮川 透弥：男子100m 15”07（自己ベスト） 男子200m 32”30（自己ベスト）
伊藤 大介：男子100m 15”85（自己ベスト） 男子200m 33”16（自己ベスト）
高野・葛間・吉田・伊藤：男子４×100 リレー 57”47
□吹奏楽部
・９月２１日（月） 大雪森のガーデン
秋のイベント出演

P T A 生 活 部 交 通 安 全 街 頭 指 導
９月１８日（金） 登校時に PTA 生活部の大西さん（２年）
・隂山さん（２年）
・落合さん（３年）に，それぞれ消
防署前，かみんぐホール前，のぞみ幼稚園前で，今年度２回目の交通安全街頭指導を行っていただきました。お忙しい
中，たいへんありがとうございました。

上川中学校 ２学期の重点的な取組について
１学期の学校評価の結果を受け，２学期の重点を設定し，
「自分で考え，判断し，行動できる主体的な生徒の育成」に向け，
保護者と地域の皆様と手を携えながら，邁進していく所存です。今後もどうぞ学校教育に対しまして，ご支援・ご協力をお
願いします。方策は次の通りです。

【学習面】学力・体力の向上に向けた継続的な取組
■主体的に学ぶ生徒の育成に引き続き，取り組みます。
・NRT 学力検査等各種テストの結果を活用し，生徒に適切な助言をしていきます。
・定期テスト前には，希望する生徒が復習したい教科を選択する放課後学習会を実施し，生徒の学びの時間を保障します。
・長期休業中の課題は，生徒自らの意思で選択した課題（教科・量）に取り組むことで，生徒の達成感を高めます。
・漢字，数学，英語の各種検定は，上川町からの補助金をいただいております。受検に向け積極的に声かけしていきます。
■ICT 機器の積極的な活用
・大型テレビ，パソコン，iPad，プロジェクター，書画カメラ等を積極的に活用し，魅力ある授業作りに取り組みます。
■あらゆる機会を活用し，運動の重要性や楽しさを伝える活動（常任委員会の企画等）を継続します。

【生活面】落ち着いた生活を送るための継続的な取組
■休み時間等も生徒とともに過ごし，生徒の変化を見逃さないよう努めます。
■挨拶，忘れ物防止等に向けて，継続的な声かけに努めます。
■ネットトラブル防止等，情報モラルに関する指導を継続します。
・10 月に旭川東警察署によるネットトラブル防止教室を開催します。

【働き方改革に関して他】
■学校の教育力と教職員の資質向上に向け，本務でない業務と必要な校務を精選し，働き方改革を推進します。
■新型コロナウイルス感染症に向けた新たな対策について，関係する方々と十分に協議しながら，学校生活における生徒の
安心と安全が図れるよう努めます。

