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平成２８年 ７月 １日（金）発行

啓北中四本柱
・挨拶励行 ・環境美化
・私語撲滅

・時間厳守

トラブルやいじめもけっして他人事ではなく、どの子にも起こ
りうる状況です。そのため、今回のような教育相談を活用し
て、学習成績や将来の進路、友人関係、部活動など学校生
活に係わるものだけでなく、そうした問題の早期発見・対応
にも努めているところです。本校には「心の教室」相談員とし
て櫻井真布さん、スクールカウンセラーとして遠山明子さん

校長

佐

竹

秀

行

◆６月４日(土)のバドミントン大会を皮切りに約２週にわた
り中体連「東胆振大会」が開催され、先月は運動部に所属
している子ども達にとって、それぞれの試合結果に一喜一
憂する日々でした。勝負事ですから、思ったように力が発
揮できず「こんなはずでは…」という部もあったことでしょ
う。「胆振大会」にコマを進めた部には、東胆振を勝ち上が
った代表としての自信をもち、最後まで粘り強く戦い、ぜひ
とも「全道大会」への切符を勝ち取ってくれることを期待し
ています。また、残念ながらこの大会をもってひとまず部活
動からは引退という３年生もいますが、この２年半の部活

も在籍していますので、必要に応じて活用いただければと思
います。また、平成２５年に制定された「いじめ防止対策推
進法」には、『保護者は、子の教育について第一義的責任を
有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うこ
とのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指
導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。』と明
記されています。今後も各家庭におかれましては、お子さん
の様子に少しでも気になることがあれば遠慮なく連絡・相談
していただき、学校と家庭が課題を共有しながら連携して子
ども達の健全な成長を目指していきたいと考えていますの
でご協力をお願いいたします。

動で培った精神力や体力、礼儀やマナーなどは必ず今後
の人生においても生きて働く力となるはずです。これから
は、自身の進路と真剣に向き合い、今まで以上に学習に
身を入れてくれることを願っています。
◆さて、先月は「教育相談月間」でした。昨今、校務の多忙
化で子ども達一人一人と向き合う時間が少なくなっている
こともあり、どこの学校でも担任による個別の教育相談を
設定しています。本校では、道教委の「いじめアンケート調
査」に併せて、事前に学校生活全般に関わる「生活アンケ
ート」をとり、１，２年生は全員対象、３年生については夏休
みに三者懇談会もあることから希望者を中心に実施してい
ます。先生方は常日頃から子ども達との何気ない会話や
生活ノート等のやり取りを通して、わずかな変化を捉え、そ
の都度、声かけやアドバイスを行っていますが、生徒理解
の深まりや信頼関係の醸成には、時には一人一人と膝を
交えてじっくり話す機会も必要です。また、現代社会の変
容により、子ども達の抱える問題は多種多様で複雑な要
因が絡み合っているのが現状です。さらに、ここ数年の急
激な高度情報化社会を背景とした性の逸脱行動や出会い
系サイトに絡む事件、携帯メールやＬＩＮＥ等による

勉強することが苦手だと感じている子どもたち
が自ら机に向かうためには、少なからず保護者の
サポートが必要です。これまで保護者と決めた約
束事（挨拶、起床就寝、食事等など）は必ず守っ
てきた子どもたちです。保護者と決めた約束事の
ように、毎日の生活の中で、○○時～○○時まで
学習に取り組む。そして、頑張った家庭学習ノー
トを毎日欠かさず提出する。各家庭で決まった時
間に学習に取り組むことが普通になったら、色々
なことが身につくでしょうし、学力も非常に伸び
やすくなると考えられます。 (本校家庭学習コーナー)

◇バドミントン部◇(６月４、５日)
【男子団体戦】
【女子団体戦】
１回戦vs苫東中1-2 ● １回戦vs啓明中1-2 ●
【男子シングルス】
・小山田翔太君３年 2回戦敗退
・大澤太一君２年 2回戦敗退
・渡辺 晴君３年 2回戦敗退
・佐藤拓斗君３年 3回戦敗退
【男子ダブルス】
・原田大生君3年 山本裕太君3年 2回戦敗退
・山崎朝陽君3年 蹴揚哲也君1年 2回戦敗退
・八田龍輝君3年 福士翔大君3年 2回戦敗退
【女子シングルス】
・永井涼香さん3年 2回戦敗退
・山岸美瞳さん1年 3回戦敗退
【女子ダブルス】
・小石川由依さん3年 岸本葵さん3年 2回戦敗退
◇サッカー部◇(６月１１、１２日)
〈1回戦〉vs白老白翔中 8-1 ○
〈2回戦〉vs苫東開成中 1-3 ●
◇野球部◇(６月１２日、１８日)
〈１回戦〉 vs啓明中 5-0 ○
〈代表決定戦〉vs光洋中 4-6 ●
◇卓球部◇(６月１８日、１９日)
【男子団体戦】 第5位
〈予選リーグ〉
vs和光中 3-0 ○ vs沼ノ端中 3-0 ○
vs啓明中 3-2 ○ vs苫東中 1-3 ●
〈準々決勝〉
vs明倫中 2-3 ●
【男子個人戦】
・宇出津亜玖瑠君3年 第3位
(胆振大会へ )
◇陸上部◇
<東胆振中体連大会>(６月１１日)
・女子3年100ｍ 第7位 松浦麗奈さん3年 14.87
・男子1500ｍ 第1位 山本友哉君3年 4.38.28
・男子800ｍ 第1位 山本友哉君3年 2.11.16
(全道中体連陸上大会出場)
<通信陸上大会>(６月２６日)
・男子1500ｍ 第3位 山本友哉君3年 4.43.77
・男子800ｍ 第1位 山本友哉君3年 2.12.33
◇剣道部◇(６月２５日《胆振大会》)
・稲岡征樹君 2年…1回戦敗退
・坂一花さん 2年……2回戦敗退
◇バレーボール部◇(６月１１日)
<女子 予選リーグ>
vs光洋中〔0-2〕● vs啓明中〔0-2〕●
<男子>
vs明倫中〔2-0〕○(胆振大会 全道大会へ)
☆美術部☆
・とまこまい港まつりﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ 学生賞
青葉えいみさん3年 松岡華加さん3年

校舎解体工事進んでおります
登下校はバイパス沿いからの正面門からの出入りに
なります。セブンイレブン前の車両の出入りには生徒
はもちろん、保護者の方も十分気をつけて下さい。

１㈮ ALT離任 １学期反省学活
２㈯ 胆振中体連柔道(伊達) 苫小牧市いじめ問題ｻﾐｯﾄ
３㈰
４㈪
５㈫
６㈬
７㈭
９㈯
１０㈰
１１㈪
１４㈭
１５㈮
１６㈯
１７㈰
１８㈪
１９㈫
２０㈬
２１㈭
２２㈮
２３㈯
２４㈰
２５㈪
２６㈫
２７㈬
２８㈭
２９㈮
３１㈰

中体連胆振大会（ｿﾌﾄﾃﾆｽ・卓球）
胆振中体連男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(伊達)
2年生宿泊研修結団式
1年生体験学習（ｱﾙﾃﾝ）2年生宿泊研修出発（札幌）
薬物乱用防止教室（3年）市P連市内母親委員会
2年生宿泊研修帰着（小樽）苫教研
2年生宿泊研修 休養日
駒澤高校オープンスクール
英検２次試験 吹奏楽部 豊川育成会祭り演奏
サッカー部地区カブスリーグ
生活向上週間 授業向上週間～15日
生活リズムチェックシートの取組～15日
参観日・懇談会 市PTA連合会単P会長会議
樽前神社祭 祭典巡回
樽前神社祭 祭典巡回 定例職員会議
樽前神社祭 祭典巡回 サッカー部ﾗｲｵﾝｽﾞＣ杯
室蘭栄高校進学説明会
サッカー部ﾗｲｵﾝｽﾞＣ杯 札幌日大高校学校説明会
海の日(祝日) 苫小牧市中学駅伝 吹奏楽部演奏
夏休み計画学活 常任委員会・中央委員会・局会
職員会議
大掃除（※ ジャージ登校）
終業式 チャレンジテスト 全道中体連壮行会
夏季休業～8月16日 サッカー部地区カブスリーグ
全道中体連陸上(北見)～27日 サッカー部地区カブスリーグ
夏休み学習会
3年生三者懇談会 夏休み学習会
3年生三者懇談会 夏休み学習会
野球部 道軟野連夏季大会（～31日：札幌市）
3年生三者懇談会
全道中体連バレーボール大会（苫小牧）～31日
全道中体連卓球大会（八雲）～31日
サッカー部地区カブスリーグ
吹奏楽コンクール（市民会館）サッカー部地区カブスリーグ

◇バスケットボール部◇(６月11,12日、18日)
【男子】
<予選リーグ> vs沼ノ端中〔44-63〕●
vs凌雲中〔46-54〕● vs青翔中〔46-63〕●
【女子】
<予選リーグ>
vs白老中〔51-44〕○ vs青翔中〔25-48〕●
<決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ>
vs和光中〔38-44〕●
◇ソフトテニス部◇(６月１１、１２日)
【男子団体戦】…第４位 (胆振大会へ)
<予選ﾘｰｸﾞ> ２勝１敗
<決勝２位ﾘｰｸﾞ> １勝１敗
【女子団体戦】…
<予選ﾘｰｸﾞ> １勝２敗
【男子個人戦】
第14位…坂下哉汰君3年、内川拓海君1年(胆振大会へ)
【女子個人戦】
第6位…内川紋那さん3年、高橋玲衣さん3年(胆振大会へ)

