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► 早いもので今年も残すところ１ヶ月となりました。先

週には、１，２年生の２学期末テストも終わり、ほっと

一息ついている子も多いかと思います。今週は、卒業

後の進路を最終決定する３年生の三者懇談会があ

りました。ほとんどの子が高校への進学を希望していま

すが、長い人生の中では高校もひとつの通過点でし

かありません。また、進学する高校によってその後の人

生が決まってしまうものでもありません。しかし、小中９

年間の義務教育を終え、初めて自分の意思で方向

を決めなければならない重要な「分岐点」であることは

確かです。今は自分の目標を明確に持って、その実

現に向けて精一杯の努力をすることが何よりも大切で

す。人によっては、「人生の中で一番勉強したのはこ

の時期だった」ということもあるかもしれません。学校

は、あくまでも判断基準となる資料を提示しながら助

言することしかできません。ぜひ、この機会にお子さんと

将来の夢や希望を語り合い、いつの日か「あの時の

判断が最良だった」と思える進路決定をしてほしいと

願っています。

► さて、例年この時期どこの学校でも、これまで積み

上げてきた校内研究の内容を発信する公開研究会

が盛んに行われています。校内研究とは、その学校

が抱える課題の解決や、教員の指導力向上を目指

して、学校全体で計画的に取り組む先生方の勉強

会のようなものです。大きなねらいは「自校の子ども達

にどんな力を付けさせたいのか目標を定め、その目標

を達成するために自分達の指導力を磨き合う」ことで

す。本校でも今月１１日(金)、胆振教育局と市教委

から助言者として指導主事を招き、公開研究会を実

施しました。本校では３年計画で、『学び方を身につ

け、豊かに表現する生徒の育成』を研究主題に設定

し、今年はその最終年度でした。研究会当日は、外

山教諭の数学の授業（２年４組）を参観したあと、市

内の小中学校から参加していただいた先生方も交え

て研究協議を行いました。授業に関わる成果や課題

など忌憚のない意見や感想が活発に出され、外山

教諭自身も大いに勉強になったことと思います。どん

な仕事でもそうかもしれませんが、我々教員もある程

度年数を重ねると、それまでの経験や勘だけを頼りに

授業や仕事をこなそうとする傾向が出てきます。積み

上げてきた経験値は大切にしながらも、こうした校内

研究を通して、一歩でも二歩でも授業の質的向上と

改善を図り、我々自身が子ども達の手本となるような

「学び合う教師集団」であり続けることが大切です。

今回の授業を参観しながら、改めて、情熱をかけた授

業づくり、教材づくりは必ず子どもの心に響くものだな

と感じました。そして、手前味噌ではありますが、毎日

の生徒指導や放課後の部活動等に追われながら限

りある時間を有効に使い、研究部長の森教諭を中心

に互いが分担した役割を誠実に果たして校内研究に

取り組んできた本校の教職員を誇らしく思います。今

回の研究主題での取組は今年度で一区切りとなりま

すが、これで終わりというものではなく、継続してこそ実

となって結ぶものです。この３年間を通して得られた成

果や課題をふまえ、新たな視点を取り入れ、更なる研

究実践と、それに基づく教育活動の充実を目指して

いきたいと考えています。



㈭１ 成績処理日
㈮２ 2学期反省学活 校内推薦委員会

母親委員会（開成中）
㈯３ 中学生主張発表大会【文化交流センター(ｱｲﾋﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ)】

13:15～16:00 出場 2年生 花 栞奈 さん
中学生バドミントン新人大会（市総合体育館）
数学検定

㈰４ オヤジの会「クレープ作り」9:00～12:00
㈪５ 生活向上週間 ～9日迄 市Ｐ連役員会
㈫６ 3年生推薦決定者集会

税の作文表彰 3年生 齋藤 慎之介 君
㈬７ 苫教研 ＳＣ遠山先生来校日
㈭８ 人権作文表彰 2年生 坂 一花 さん
㈮９ 全校道徳（いじめに関わる集会）
㈯１０ 全道選抜女子中学生ＩＨ大会～苫小牧
㈰１１ 全道選抜女子中学生ＩＨ大会～苫小牧
㈪１２ 職員会議
㈫１３ 1年生参観日・懇談会 母親委員会（開成中）
㈬１４ 2年生参観日・懇談会 ＳＣ遠山先生来校日
㈭１５ 1･2年生性教育 1年生美術出前授業（市博物館）
㈮１６ 冬休み計画学活
㈯１７ 小学生部活動体験日 U14フットサル大会
㈰１８ U14フットサル大会
㈪１９ 重点道徳 常任委員会・局会・協議会・中央委員会
㈫２０ 大掃除
㈬２１ 終業式 チャレンジテスト 学習相談会
㈭２２ ㈰冬季休業 ～1/15 冬休み学習会・学習相談会
㈬２３ 天皇誕生日
㈪２６ 冬休み学習会・学習相談会
㈫２７ 冬休み学習会・学習相談会
㈭２９ ㈫学校閉鎖 1/３ 迄

アイスホッケーＮＨＫ杯兼日胆大会
合同Ｂ－合同Ｄ ２－０
合同Ａ－合同Ｄ ４－１
合同Ｃ－合同Ｄ ７－１
和光中－合同Ｄ 11－０

アイスホッケー東胆振中体連大会
和光中－合同Ｄ 10－２ 合同Ａ－合同Ｄ ７－１
合同Ｂ－合同Ｄ ４－１ 合同Ｃ－合同Ｄ ７－１

道中学選抜卓球大会支部予選会男子団体 ４位
vs 沼ノ端中 １－３× vs 明野中 ３－２○
vs 光洋中 １－３× vs 青翔中 ２－３×
vs 明倫中 ３－２○

ＮＨＫ杯争奪胆振中学校新人バドミントン大会
男子シングルス ２年 中村夢凌叶 君 １回戦敗退
女子シングルス １年 山岸 美瞳 さん ベスト４
男子ダブルス ２年 今井 寧央 君

２年 髙木 翔 君 １回戦敗退
２年 本居 陸 君
２年 齋藤 鉄兵 君 １回戦敗退

全日本ユースU-15フットサル苫小牧地区予選
vs 新冠中 ( 4-7 ×) vs 門別中 ( 1-2 ×)
vs A S C ( 0-11×) 予選ﾘｰｸﾞ敗退

U15軟式野球アジア選手権大会 北海道選抜チーム
３年 中村海斗 君 11/21～11/24 台湾

女子ｱｲｽﾎｯｹｰU18ｾﾚｸﾄｷｬﾝﾌﾟ参加
３年 増原 海夕 さん 11/20～11/26 苫小牧

全道選抜中学生女子アイスホッケー大会
12/10～12/11 苫小牧 ３年 増原 海夕 さん

北海道ジュニア体操競技選手権 函館
男子Ａクラス 28位 ２年 青木 竜也 君
女子Ｃクラス 36位 ２年 岩森 千夏 さん

ソフトテニスインドア胆振大会
男子シングルス ３位 １年 内川 拓海 君

日胆東部剣道大会 個人中学生女子の部
準優勝 ２年 坂 一花 さん

「牛やミルクのある風景絵画コンクール」
北海道教育委員会教育長賞３年 青葉えいみ さん

「第17回未来に残そう青い海、海上保安庁図画ｺﾝｸｰﾙ」
北海道地方本部長賞 ３年 内山 実穂 さん

優秀賞 ３年 竹本 香穂 さん

「中学生人権作文コンテスト」苫小牧地区奨励賞
２年 坂 一花 さん

「北海道建設業協会100周年記念事業」
ポスター作品展 入選 ３年 畠山 莉瑠 さん

「地域防災意識の発信ポスター」
入選 ３年 畠山 莉瑠 さん

「中学生の税についての作文」苫小牧間税会長賞
３年 齋藤慎之介 君

「中学生主張発表大会」１２月３日（土）
争いたくはないけれど ２年 花 栞奈 さん

※ 文集掲載者
新しい舞台にたつまで ２年 髙橋菜椿子 さん

合同Ａ 早来・沼ノ端・明倫・鵡川
合同Ｂ 苫東・凌雲・緑陵
合同Ｃ 明野・啓明・青翔
合同Ｄ 啓北・開成・光洋

諸費納入への理解とご協力を
１２月中までに

未だ完納されていない方は、12月中（12/1～12/21＝

事務室前の集金ﾎﾞｯｸｽへ）の納入をお願い致します。

旧学年次の諸費納入も合わせてお願いいたします。

良い準備をすること＝習慣
定期ﾃｽﾄ前後は宿題や提出物の確認時期です。

各教科担任が日頃、ワークやノートに学習した証がある

か、確かめるために実施しています。それらには期限があ

り、テスト当日に提出！と、徹底している物や○曜日ま

で！と、伝えている物など様々です。３年生にいたっては、

三者懇談時に提出が必要な物もあります。その後、入

試迄、期限厳守で書類提出があります。丁寧で内容も

見た目も良い物を提出するためには良い準備が大切で

す。切羽詰まって準備しているようでは良い結果が生ま

れません。良い習慣を身につけるよう努力しましょう！


