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それぞれが期待や不安を胸に抱いてスタートした

新年度も３週間ほどが過ぎ、子ども達は勉強や部活

動、生徒会活動、学級活動にと、学校生活における

様々な分野で本格的に動き始めました。一人一人が

自分の立てた目標に向かって力強く前進しようとして

います。今後も全員が今もっている新鮮な「やる気」と

目標を見失うことなく、日々の学校生活を大切にし

て、ねばり強く努力してくれることを期待しています。

また、今年度のＰＴＡ活動も、２０日(水)の参観日と併

せて開催されたＰＴＡ総会を皮切りにスタートしまし

た。今年も、五十嵐会長さまをはじめ、ＰＴＡ会員の皆

さまには様々な場面で、ご支援・ご協力をお願いする

ことになると思いますがどうぞよろしくお願いいたしま

す。

◆さて、前回は本校の教育目標や、目指す姿につい

てご説明しましたが、各学級では、そろそろ自分達の

「目指す学級像」とも言うべき「学級目標」が決まって

きたようです。学級目標とは、自校の教育目標を基

盤としながら、「こんなクラスにしたい」という子ども達

の希望と担任の願いが込められた大切なスローガン

です。大人社会でもそうですが、目標が定まっていな

い集団というのは、まとまりに欠け、みんなでひとつ

の事をやり遂げようとする意欲が生まれず、当然今

以上の成長や進化は望めません。さらに、学校生活

の基本は、子ども達の「群れ（むれ）」を「集団」に作り

変えることから始まります。つまり、人がたくさん集ま

っているだけが集団ではないということです。「集団」

の条件には、①メンバーが複数である、②メンバー一

人一人が役割を担っている、③メ

ンバーに共通の目標がある、④メンバーに心の通い合

いがある、⑤リーダーが存在する、の５つがあると言わ

れています。その第一歩として「学級目標」の設定は、

学級集団づくりにおいて非常に大切な要素となります。

自分達で決めた目標は、これから１年間、各教室に掲

げられ、日常の学校生活のみならず、体育大会や学校

祭など、様々な場面で子ども達の道標となっていくこと

でしょう。皆で話し合って決めた「目標～向かうべき到

達点」が、決して「絵に描いた餅」にならないよう、学級

全員が心をひとつにしてその実現を目指して頑張って

ほしいと思います。

◆明日から大型連休となり、子ども達は家族との外出

や友達との遊びを楽しみにしていると思いますが、例年

この時期は気持ちの緩みからくる問題行動も見られま

す。また、車の交通量も増えるため、交通ルールやマ

ナーを守り、特に自転車による飛び出しや二人乗り、無

灯火による夜間走行等に十分注意する必要がありま

す。本校から配布されている生徒指導通信「我ら啓中

生」などもご一読いただき、事件・事故等に巻き込まれ

ぬよう健康で安全な連休が過ごせるようご家庭での指

導もよろしくお願いいたします。

Hello everyone.
My name is Gideon
Bistricer, but please call me
Ｇｉｄｉ. I come from New
Zealand, and I moved to
Japan in August last year.
I'll be working as an ALT
(Assistant Language

Teacher)in Keihoku Junior High School
until the end of June.
If you have any questions about New
Zealand or myself, or if you would like
some help with your English Studies,
please don't be shy to ask. I'll be happy to
help, and answer any questions.
I look forward to working with you, and
getting to know everyone. Thank you ！



学校 新千歳空港 羽田空港 日本科学未来館

９ 7:15 8:00 9:30 12:05 12:40 13:10 14:30

日 お台場海浜公園 両国国技館 両国ちゃんこ鍋 ホテル

14:40 15:00 16:15 18:30 18:40 20:00

ホテル 東京都内班別自主研修

10 9:00

日 東京スカイツリータウン ホテル

17:00 20:00 20:20

ホテル 東国会議事堂 お台場散策

11 8:50 9:20 10:30 11:00 13:10

日 羽田空港 新千歳空港 学校
13:30 15:00 16:30 17:10 17:50

４月２０日にＰＴＡ総会が行われ、今年度のＰＴＡ役員

が承認されました。また、来月下旬には運営委員会も

開かれます。活発な活動になるようご協力をよろしくお

願いいたします。

○ 会
長 五十嵐章裕さん （３－４）
○ 副 会 長 山本 康二さん （１－２）

〃 石川 美香さん （２－１）
〃 石田 憲一 （教 頭）

○ 会計監査 入江 和美さん （２－１）
〃 花田 大さん （１－１）
〃 鈴木 由紀さん （２－２）
〃 坂口 明子 （教 諭）

○ 事務局長 長谷川佳菜未 （教 諭）
〃 鈴木 学 （教 諭）

○事務局次長 内川 哲男さん （3-4・1-3）
〃 長谷川佳菜未 （教 諭）
〃 鈴木 学 （教 諭）

○ 会 計 長谷川佳菜未 （教 諭）
※ＰＴＡ一般会計担当

〃 鈴木 学 （教 諭）
※部活動・文化活動後援会会計担当

○ 顧 問 佐竹 秀行 （校 長）

○学年委員会…１年：平野拓央
２年：太田秀藏
３年：髙木真紀子

○教養委員会…長谷川佳菜未
○厚生委員会…吉原 一格
○校外委員会…新島 啓太
○広報委員会…木下 友博
○オヤジの会…鈴木 学
◆■□◇◆■□◇◆■□◇◆■□◇◆■□◇◆■□◇◆■□◇◆■□◇◆■□◇◆

ＰＴＡ希望調書締切日が４月２８日となっていました。

今年度よりＰＴＡ規約を改正し、一人一役となっており

ます。円滑なＰＴＡ活動を実施していくためにも委員希

望調書提出にご協力をお願いします。未提出の場合はＰ

ＴＡ役員に一任していただくことになります。

※ 5月より部活動終了時刻１８：３０
㈰１ 全日本少年野球大会～5日

サッカー部地区カブスリーグ①

㈪２ 1･2年生家庭訪問①

㈫３ 憲法記念日 全日本少年野球大会

民報杯バドミントン大会

㈬４ みどりの日 全日本少年野球大会 春季卓球大会

㈭５ こどもの日 全日本少年野球大会 春季卓球大会

㈮６ 1･2年生家庭訪問②

㈯７ サッカー部地区カブスリーグ②

㈪９ 1･2年生家庭訪問③ 3年生修学旅行１日目(出発)

㈫１０ 1･2年生家庭訪問④ 3年生修学旅行２日目

㈬１１ 1･2年生家庭訪問⑤ 3年生修学旅行３日目(帰着)

㈭１２ 1･2年生家庭訪問⑥ 3年生回復休暇

㈮１３ 1･2年生家庭訪問⑦ 1･2年生体育大会選手決め

㈯１４ 野球部三石大会 サッカー部地区カブスリーグ③

ソフトテニス部 苫小牧地区選手権

オヤジの会ＯＢ 総会

㈰１５ 野球部三石大会 サッカー部地区カブスリーグ④

吹奏楽連盟 初心者講習会

㈪１６ 心電図検査１年 職員会議

㈬１８ 体育大会全体練習① 苫教研

㈭１９ 体育大会学年練習開始 クラス練習開始

㈮２０ 胆振中体連総会

㈯２１ サッカー部地区カブスリーグ⑤ 白老町春季卓球大会

胆振地区中学校春季バドミントン大会

㈰２２ 吹奏楽部後援会総会 オヤジの会環境整備

㈪２３ 体育大会係会議

㈫２４ 体育大会全体練習②

㈬２５ 体育大会総練習 石拾い

㈭２６ 体育大会総練習予備日

㈮２７ 体育大会会場設営

㈯２８ 体育大会

㈰２９ 体育大会予備日

㈪３０ 体育大会振替休日

㈫３１ 体育大会片付け 反省

今年度も本校の生徒が事故で亡くなったことを教訓とし
て命の大切さを考えさせること、そして、事故のない連休を
過ごすことをねらいとした「命を大切にする集会」を行いまし
た。
事故が起きたのは今から２６年前になりますが、当時の
生徒や教職員、そしてご遺族などの、「２度と悲しい事故を
起こさない」という願いをしっかりと受け止め、連休も気を引
き締めて生活して欲しいと思います。『我ら啓中生』にも
ありますが、交通安全等に十分気をつけて、充実した
休日を過ごして下さい。

４／２７


