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令和３年度学校だより

啓 明

「自分史上最高」～自分の歩みを止めないで！

積極的に真理の追求をする生徒
厳しく正しい生活をする生徒
強い身体と心を鍛える生徒

令和３年１１月１９日

第９号

秋の行事、多彩に実施されました
１０月以降は、本校の秋の学校行事を多彩に実施する
ことができました。また、部活動では新人戦や中体連大
会で優秀な成績を収めたほか、吹奏楽部は定期演奏会を
開催し、これまでの練習の成果を披露しました。
さて、過日実施した２年生の宿泊研修での出来事を紹

生徒の行動指針
Trial and Error
試 行

錯 誤

介します。ホテルの食事は宴会場での円卓の料理でした。
朝食の時間が終わろうとする時間、どれくらいの食べ残
しがあるかと円卓を見たところ、全く食べ残しのない卓がいくつもありました。
これを見たホテルのスタッフの方は、「昨日宿泊した学校の生徒は、ほとんど料理に
手を付けず、みんな廃棄しました。今日は、こんなにきれいに食べてくれてとてもうれ
しいです。」と言っていました。さらには、食べ終わった後の食器を種類ごとに集め、
箸や果物の皮などのゴミを１つの皿にまとめていた様子を見て、添乗員さんは「こんな
ことしてくれる学校はありません。」と感動していました。
これは、本校の子どもたちが、ご家庭での毎日の生活や学
校生活の中で身に付けた生活力のようなものが、生産者やホ
テルのスタッフなどへの敬意や心配りという形で、研修の中
で自然に行動に現れたものかと思います。
消費者庁の資料によりますと、日本の食品ロス（まだ食べ
られるのに廃棄される食品）の量は、飢餓に苦しむ人々への
世界の食料援助量の 1.4 倍に相当するとのことです。
「うちの生徒たち、なかなかやるな。」と思った次第です。

第 2 学年宿泊研修
自ら課題を設定し、情報を収集しながら表現する力、仲間との活動を通じてお互いの意見や考え方を
受け止め尊重し合う態度などを育むことを目的として、第 2 学年宿泊研修を実施しました。
１日目の小樽市内自主研修やフリータ
イムでは、おたる水族館、旧国鉄手宮線
境町通りなどを見学しました。
２日目には、恵庭市のえこりん村では、
シープドッグショーやファームツアーな
どの見学、羊毛クラフトの体験をしまし
た。

本校生徒の活躍
◆第10回東胆振中学校アイスホッケー選手権大会 全道大会出場決定
・１戦目 東胆振Ｄ １１ ― １ 緑陵中
・２戦目 東胆振Ｄ １９ ― １ 東胆振Ｃ
・３戦目 東胆振Ｄ
７ ― ６ 東胆振Ｂ
・４戦目 東胆振Ｄ
６ ― ４ 東胆振Ａ
※合同チームの構成 東胆振Ａ：早来・青翔・明倫
東胆振Ｂ：明野・苫小牧東・和光
東胆振Ｃ：ウトナイ・光洋・凌雲
東胆振Ｄ：啓北・啓明・勇払・鵡川
◆苫小牧市中学校秋季卓球競技大会
【男子個人戦】
・２回戦 １－３ 桑垣 宙
２－１ 武田勇平
１－６ 榎本一翔
２－３ 北澤瑛太
２－２ 早川凌功
・３回戦 １－２ 今井徠斗
２－２ 石川楼空
・４回戦 １－１ 赤井諒太
２－３ 後藤公亮
１－６ 邨島聖也
２－１ 片岡典大
２－３ 山本珂空
・５回戦 ２－１ 小川悠汰（ベスト16）
２－２ 齊藤嵐太（ベスト16）
・優 勝 １－２ 三浦魁斗
【女子個人戦】
・予選リーグ 砂川 若菜
0勝3敗 4位
山本 怜奈
0勝3敗 4位
鈴木はるか
0勝1敗 2位
【男子団体戦】
・予選一次リーグ 予選１位通過
啓明 3-0 啓北
啓明 3-2 和光
啓明 3-2 ウトナイ
啓明 3-1 青翔
・順位決定リーグ 優勝
啓明 3-0 沼ノ端
啓明 3-0 明倫
※出場メンバー 北澤瑛太 山本珂空 齊藤嵐太 小川悠汰
片岡典大 三浦魁斗 後藤公亮 赤井諒太
◆第42回苫小牧市中学校バスケットボール秋季競技大会
【男子】
・１回戦 啓明・開成 ３６－６８ 和光
【女子】 第６位（日胆大会出場決定）
・１回戦 啓明・緑陵・苫小牧東 ９８ － ３２ 開成
・２回戦 啓明・緑陵・苫小牧東 １２ － ７８ 啓北
・順位決定トーナメント
啓明・緑陵・苫小牧東 ２０ －
０ 明倫（不戦勝）
啓明・緑陵・苫小牧東 ３８ － ６２ 明野
◆第11回苫小牧市中学校バレーボール競技秋季新人大会
【女子】 第３位
決勝トーナメント
・１回戦 啓明・凌雲 ２―０ 明野
・準決勝 啓明・凌雲 ０―２ ウトナイ・沼ノ端
第３シード決定戦
啓明・凌雲 ２―０ 追分・早来・植苗
◆胆振日高中学校新人剣道大会
・２回戦 啓明中 河原史龍 ― 伊達中 敗戦
◆秋季柔道競技大会（大会名）
・河西槻和 優勝
◆第10回東胆振中学校新人バドミントン大会
【団体戦 男子】 準優勝
・１回戦 須藤・門脇・守屋・後藤・坂根 ２－１ 啓北
・２回戦 須藤・守屋・門脇・坂根・佐藤 ２－１ 開成
・３回戦 須藤・守屋・後藤・坂根・佐藤 ２－１ 凌雲
・決 勝 須藤・門脇・守屋・佐藤・坂根 １－２ 鵡川
【団体戦 女子】 ２回戦敗退
・１回戦 吉村・近澤・伊辺・松本・柏崎 ３－０ 穂別
・２回戦 吉村・近澤・伊辺・松本・柏崎 １－２ 明倫
【個人戦 男子】
・門脇 ２回戦敗退
・須藤 ３回戦敗退
・守屋 ４回戦敗退（ベスト８）
・八木・高原 ２回戦敗退
・佐藤・坂根 ３回戦敗退
【個人戦女子】
・伊辺 ３回戦敗退
・毛利・伊達 １回戦敗退
・小川・土肥 ２回戦敗退
・横田・高坂 ２回戦敗退
・松本・柏崎 ３回戦敗退
・吉村・近澤 ４回戦敗退（ベスト８）
◆第67回青少年読書感想文コンクール
・優秀賞 伊藤ひとみ
◆第47回苫小牧市民短歌大会 ジュニアの部優秀賞
君がいる彼岸花の咲きほこる丘のむこうにとどかぬ手 北村 優奈
昼休み十人十色の話し声絶えずに響く平和な時間
竹内 慶太
夏祭りろくろくびで涼しさとラストを飾る火の大輪
早川 凌功

３年

認知症サポーター養成講座

高齢者や認知症について正しく理解し、地域で認知症の
人や家族を応援するサポーターを育成することを目的と
して、市の包括支援センターの方を講師に迎え、認知症サ
ポーター中学生養成講座を実施しました。

<講話の主な内容>
〇認知症の種類・症状
・意識障害
（曜日や朝ごはん食べたかどうかなどが分からなくなる）

・実行機能障害
（例えば料理では、手順や材料、味付けの仕方を忘れる）

〇中学生に知ってほしいこと
・失敗することがあっても「だいじょうぶだよ」と優し
い言葉をかけてあげよう。
・症状は人それぞれ。認知症は特別な病気ではなく、誰
でも起こりうる症状です。

１年

南極教室

長年にわたって南極の昭和基地の建設に携わって
きたミサワホーム北海道（株）の社員の方を講師に
お迎えし、南極教室を実施しました。
授業では、南極の自然や歴史、南極観測隊員の仕
事や南極での暮らしなどについてお話していただき
ました。また、南極から持ち帰った氷が溶けるとき、
当時の空気が弾けて出てくる音を聞かせていただき
ました。

1２月行事予定
１(水) 三者懇談３年（～2日）、放課後学習会
４(土) 中体連全道アイスホッケー（～6日）
苫小牧市中学生主張発表大会
５(日) 北海道中学校卓球選抜苫小牧支部大会
７(火) 参観日
１５(水) 三者懇談２年（～16日）
１年進路学習「働くことについて」
２０(月) 大掃除、通知表配布
２１(火) 終業式
２２(水) 冬期休業（～1/13）
２３(木) 学習会（～24日）
２９(水) 学校閉庁日（～1/5）

