
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一人一人の生徒が輝いた１年の締めくくりに 

 日本漢字能力検定協会主催の「今年の漢字」の2021年 

の１位は「金」でした。「金」が選ばれた理由として、東 

京オリンピック・パラリンピックで日本人選手が多くの金 

メダルを獲得したこと、大谷翔平選手が大リーグでMVP 

を獲得したことなど各界で金字塔が打ち立てられたことが 

あげられています。 

 さて、本校では、アイスホッケー部が来年１月に釧路市 

で開催される中体連の全国大会に出場することが決定しました。おめでとうございます。

今年度が始まってからは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、年度当初に予定

していたリンク練習は長い間中止となりました。この全国大会への切符は、リンクが使

えるようになってからの短い期間での数少ない氷上練習をとおして、技術、体力や精神

力を磨き、勝ち取ったものであり、今年度の本校の金字塔の１つです。 

 本校の生徒達は、一人一人がそれぞれのカラーで輝いています。数学が得意な生徒、

絵が得意な生徒、運動が得意な生徒、楽器演奏に優れている生徒などなど。また、成績

や入賞のような形には現れないけど、掃除を一生懸命する生徒、クラスやチームを温か

く和やかにする生徒、人を元気にする生徒などなど。金色ではないかもしれないけど、

みんなが輝いた１年でした。 

 来年も、教職員がぞれぞれの目で生徒一人一人の輝きを見出し、今輝いていない生徒

も輝かせることができる学校づくりに努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

新しい外国語指導助手 カルロ先生が着任しました 
Hello everyone! I am Carlo Espiritu, your new ALT. I am from the Philippines, and I am 

very excited to be part of the community here in Tomakomai City.  I hope that my stay 

here at Keimei will provide an opportunity for everyone – especially 

the students –  to use and appreciate English.  We can talk about 

any topic that you want –  sports, anime, games, movies, and 

others. I also want to learn Nihongo, so please feel free to talk to 

me whenever you see me around! I am looking forward to getting 

to know all of you even more.  

Let’s all have fun studying English together!  

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１２月２１日 第１０号 「自分史上最高」～自分の歩みを止めないで！ 

令和３年度学校だより 

啓啓啓   明明明   
学学学校校校教教教育育育目目目標標標   

生徒の行動指針 

Trial and Error 

試 行 錯 誤 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学年 キャリア学習「職業人に学ぶ進路学習」 

様々な業種に就いている職業人をゲストティーチャーとしてお招きし、 

職業観ややりがい、職に就くまでの道筋などについて聞くことを通して、 

生徒自身に生き方を体感させ、将来の進路選択への考えを深めることを目 

的としたキャリア学習を実施しました。 
〈ご協力いただいた皆様〉 
〇しょうた動物病院 今野僚美 様 〇青空幼稚園 服部瑞樹 様 〇株式会社サトウ巧建 佐藤巧 様 〇札幌真駒内病院  須貝夢乃 様  
〇音楽家 野村洋平 様 〇美容室SMILE STAR 星野博美 様 〇特養老人ホームコスモス苑 山本奈央 様 〇ハローワーク苫小牧 真藤 寿 様 
〇北海道ハイテクACアカデミー 猪口実乃里 様 〇ぱん工房むぎ麦  石見 妙香 様・石見 勝政 様 〇白老町役場 五味川 塁斗 様 

〇３年マナー教室 

高校受験を控える３年生を対象として実施しました。面接時の 

入退室や着席の動作、礼儀作法、好感を与える姿勢や話し方など 

について学習しました。 

〇２年こころの授業 

  助産師の方を講師としてお招きし、生命の誕生、性感染症の予防、 

避妊の方法などについて学習しました。 

〇１年進路学習 

  中学校卒業後の進路を選択し、大人になって社会に歩み出すに当 

 たり、働くことの意義、職業人になるため中学生として身に付けて 

おくべきこと、企業が採用するときに重視することなどについて学 

習しました。 

 
１(土) 学校閉庁日（～5日）１３(木)  

１４(金) 始業式、職員会議 

１５(土) 日胆地区ソロ・アンサンブルコンテスト 

１８(火) 中央・常任委員会 

１９(水) 放課後学習会、 

アイスホッケー中体連全国大会（～23日） 

２１(金) 英語検定、中央高校・道栄高校推薦 

２２(土) 高専推薦 

２４(月) 生活向上週間（～28日）、駒澤高校推薦 

２５(火) 苫高商推薦 

２６(水) いじめ根絶集会 

２７(木) 年度末反省会議（～28日） 

２８(金) 高等支援学校入試 

1 月行事予定 

多彩な教育活動 

◆バドミントン 全道中学新人大会予選 
【男子ダブルス】 
・八木・高原 １回戦敗退 0-2 凌雲１年  

【女子ダブルス】 
  ・横田・高坂 ２回戦敗退 0-2 浦河２年  

・土肥・小川 ２回戦敗退 0-2 様似２年  
【男子シングル】 
・門脇    ３回戦敗退 2-0 厚真１年 

 0-2 振内２年  
【女子シングル】  
・伊辺 ３回戦敗退 

    ２回戦 2-0 静三２年  
３回戦 0-2 平取２年  

 【男子ダブルス】 
・佐藤・坂根 ３回戦敗退 

１回戦 2-0 凌雲２年 
２回戦 0-2 門別２年（第１シード）  

  ・守屋・須藤ベスト８ 
    １回戦 2-0 穂別１年 
    ２回戦 2-0 啓北２年 
    ３回戦 0-2 苫東２年（第３シード） 
【女子ダブルス】 
・吉村・松本 ベスト１６ 

１回戦  2-0 緑陵１年 
２回戦  2-0 光洋２年 
３回戦  0-2 静三１年  

・柏崎・近澤 ベスト８ 
  １回戦  2-0 明倫２年 

２回戦  2-0 開成２年 
３回戦  2-0 三石１・２年 
準々決勝 0-2 静内１年 

◆バドミントン 第41回ＮＨＫ杯胆振中学校新人バドミントン大会  
【男子団体】  啓 明１－２ 室蘭西 第３位 

（佐藤・坂根2-1、門脇0-2、守屋・須藤0-2） 
 【男子シングル】   守屋 0-2 桜蘭 
【女子ダブルス】吉村・近澤 0-2 大滝徳舜瞥 

本校生徒の活躍 
◆北海道中学校体育大会第52回北海道中学校アイスホッケー大会 

・２回戦 東胆振Ｄ  4-0 十勝Ａ 
・準決勝 東胆振Ｄ 10-4 東胆振Ａ 
・決 勝 東胆振Ｄ  4-5 釧路鳥取  準優勝 全国大会出場 
  ※胆振Ｄ：啓明・啓北・勇払・鵡川 

◆卓球 第37回道新杯北海道中学選抜卓球大会支部予選会 
【男子団体戦】 
・予選リーグ 予選２位通過 
  第１試合 3-0 明野 第２試合 3-0 啓北 第３試合 2-3 青翔 
・決勝トーナメント 第３位  

１回戦 1-3 和光 
※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 今井徠斗 
◆第67回青少年読書感想文全道コンクール 
兼第４７回北海道指定図書読書感想文コンクール 優秀賞 伊藤 ひとみ 

◆第45回苫小牧市中学生主張発表大会       優秀賞 西村 悠那 

３年マナー教室          ２年心の授業        １年進路学習集会 

 

ＴＯＰＩＣＳ 
本校ホームページに美術部の菊地

陽菜さんが制作したアクセスマップ
を掲載しました。 


