
学校教育目標  
・身心共に健康で 実行力のある生徒【たくましい体】 
・明るくすなおで 協力する生徒【豊かな心】 

・未来をひらく 創造性豊かな生徒【みがかれた知性】 
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   ２学期スタート！～今年の夏は暑（熱）かった 
校長 野 村   勉  

 記録的な猛暑となった今年の夏。１年延期となった東京オリンピックが開催 

されました。日本は柔道阿部兄妹やレスリング川井姉妹のようにきょうだいの 

金メダリストをはじめ金２７個を含む合計５８個のメダルを獲得しました。こ 

れは史上初の獲得数となる大活躍でした。スケートボードでは１３歳の女子中 

学生、最年少金メダリストも生まれました。メダルを取ること自体に想像を超え 

る努力があっての結果だと思いますが、特に銀メダリストの中には笑顔のない 

悔しさをにじませた表情で表彰台に立つ選手がいて、その姿がとても印象に残

っています。延期にはなりましたが、自国開催のオリンピックにかけた思いの強 

さが伝わる場面でした。さらに、メダルには手が届かなかったものの素晴らしい 

結果を残した競技もあり、メダルの数だけでは語ることのできないほど選手そ 

れぞれに物語がありました。４年に１度のオリンピックは全ての選手にとって特別なものであり、だか

らこそ、そこで競技する選手たちの姿に多くの感動と勇気をもらいました。パラリンピックも開幕し、

暑さは収まりましたが、熱い夏はもう少し続きそうです。 

始業式では、２学期のスタートに当たって「Motivation（モチベーション）」という言葉について話

をさせてもらいました。体育祭スローガンにも使われていた言葉ですが、「やる気」「意欲」「動機づけ」

と訳されます。人が行動を起こすときに要因となるものを指します。詳しく調べると「外発的動機づけ」

「内発的動機づけ」の２つに分かれます。例えば「おこづかいがもらえるから手伝う」のは外発的動機

づけで、「家族の役に立ちたいから手伝う」のは内発的動機づけとなります。生徒たちには「勉強する」

を例に話をしました。外発的動機づけは、一気に高まる良さがありますが、終わればする気にならず、

短期間で消えてしまいます。無理だと感じると途中で諦めてしまうこともあります。内発的動機づけは、

時間はかかるが長続きできて、好成績や好結果につながります。どちらが良い悪いではなく、何か行動

を起こすとき、「外発的」なのか「内発的」なのかを意識することで、それぞれの良さを自分でうまく使

いこなすことができると思います。始めは「外発的」でも「内発的」にシフトすることができるのです。

ポイントとしては「楽しいことを探す」ことと、「自分で決める」ことのようです。勉強に限らず、２学

期の様々な活動の場面で参考にしてほしいと、話を終えました。 

 

新しい養護教諭を紹介します！  
 出産のためお休みに入った西野先生の後任として、佐々木道子先生が８月 10 日に着任しました。 

これまで、帯広市立帯広第五中学校で支援員をされていましたが、２学期より緑南中 

の養護教諭としてお世話になります。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

【佐々木 道子（ささき みちこ）養護教諭】 このたび、西野先生の産休代替として着任しまし

た佐々木道子です。元気な生徒の皆さんの挨拶にこちらも元気をもらえています。微力

ながら少しでもお役に立てるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                   
                          
                          
                         
                         
                        
                          
                         
                          
                          
                         
                          
                          
                           
                          
                         
 
 
 

※お知らせ※ 
・先月号でお伝えした北海道道場少年剣道大会で準優勝の２Ｃ長瀬寧々さんは、この結果で全国道 
 場少年選手権大会（９／１９島根県）出場を決めていましたが、コロナの影響でこの大会は中止となりまし 
 た。残念ですが、お知らせいたします。 
・文化センター野外広場に設置されていたカリヨンを備えたモニュメントが、開町 120 周年にあ 
 たり改修が決定し、演奏する楽曲を町内 16 小中学校に１曲ずつ作曲の依頼がありました。 
 緑南中学校から、３Ｄ佐々木花さん、吉水ひまりさん 合作の「黄昏」が選ばれました。 
 四季ごとに曲が入れ替わり、１日に４回、時報として演奏されるそうです。 

９月の行事予定 
 １日（水） 交通安全の日、校内意見発表大会 
 ２日（木） １・３年前期期末テスト、研修日 
 ４日（土） 全十勝秋季野球大会 
 〃     道東カブスサッカー１節（延期分） 
 ６日（月） 教育実習（～２８日）※実習生２名 
 〃     文化祭特別時間割開始 
 ８日（水） ２年前期期末テスト 
 ９日（木） 職員会議 
１１日（土） 全十勝秋季テニス個・ソフト・剣道大会 
 〃     中村賞駅伝競走大会 
 〃     道東カブスサッカー７節 
１２日（日） 全十勝秋季テニス団大会 
１５日（水） 交通安全・服務規律確認日、諸費納入日 
 〃     ３年学力テスト（総合Ａ）、生徒会専門委員会 
１６日（木） 諸費納入日 
１８日（土） 全十勝秋季サッカー大会（～２０日） 
 〃     全道新人陸上競技大会（室蘭）～１９日 
２０日（月祝） 敬老の日 
２２日（水） 生徒総会（前期反省） 
２３日（木祝） 秋分の日 
２５日（土） 陸上競技フェスティバル兼秋季記録会第１戦 
２８日（火） 文化祭前日準備、実習生離任式 
 〃     部活動禁止（～２９日） 
２９日（水） 第４３回文化祭 
       （午前：文化センター、午後：体育館） 

◎ 過日配付した文書でお知らせの通り、生徒が発  

 熱等、風邪症状で早退する場合は、在籍するきょ  

 うだいに関しても早退の対応を取らせていただき  

 ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

  なお、校区小学校に弟妹がいるご家庭におかれ  

 ましては、上記の場合、小学校への連絡もお願い  

 いたします（町内小中学校での統一事項）。  

 

◎ こちらも過日配付した文書でお知らせの通り、  

 音更町では、家庭の事情などで生理用品の入手が  

 困難な生徒を支援するために、生理用品の配布を  

 各学校を通じて行うことになりました。 

  １ 配布開始  ８月２４日（火）から 

  ２ 対 象 者  配布を希望する生徒 

  ３ 配布場所  保健室 

  ４ 配布内容  生理用ナプキン１セット 

  ５ 受取方法  希望する生徒は保健室で養護  

          教諭に伝えて、受け取る  

 （※ 特別な手続きは必要ないので、気軽に  

    佐々木先生に相談してください） 

【北海道中学校水泳大会】     7/24(土)～25(日)  

〇窪寺 恭輔(3C) 男子 50m 自由形  第 12 位 26’89 

〇窪寺 恭輔(3C) 男子100m 自由形 第 17 位 59’34 

〇川井 温花(3C) 女子 50m 自由形  第 27 位 30’02 

〇川井 温花(3C) 女子100m バタフライ 第 21 位 1’15”04 

【北海道中学校陸上競技大会】   7/27(火)～28(水)  

○清水 昴瑠(3B) 男子 200m 予選  組 3 位  23”86 

○清水 昴瑠(3B) 男子 400m 予選 組 2 位通過  53”12 

○清水 昴瑠(3B) 男子 400m 決勝 第 10 位   53”23 

○佐藤 朝埜(3D) 男子800m 予選  組４位 2’08”88 

〇門脇 月鈴(3A) 女子 800m 予選 組 1 位通過 2’23”69 

〇門脇 月鈴(3A) 女子 800m 決勝 第 14 位 2’27”31 

○門脇 月鈴(3A) 女子 1500m 予選 組 8 位  5’07”61 

【北海道中学校卓球大会】     7/29(木)～30(金)  

○男子個人戦                     

  １回戦 川上 竣大(3C)          ３－０  

  ２回戦 川上 竣大(3C)          １－３  

【北海道中学校ハンドボール大会】 7//29(木)～30(金)  

○男子１回戦 十勝連合 ＶＳ 函館本通中   24－28  

  ※ 有富 一輝(3A)，川井 快晟(2C)         

【北海道中学校剣道大会】     7/31(土)～8/1(日)  

○男子団体戦予選リーグ                

  緑南中学校 ＶＳ 常盤中          ２－３  

  緑南中学校 ＶＳ 啓北中          １－４  

  ※ 先鋒：中里 歳凪(3A)  次鋒：松田 音輝(3C)  

    中堅：岩城 佑哉(3B)  副将：種本  晴(3B)  

    大将：安達 航輝(3B)              

       青山 公輝(２C)、谷口 善乙(１B)      

【第 44 回全十勝ジュニアテニス大会】    7/30(金)  

○髙瀬 媛禾(3A) 女子シングルス 18 才以下    第 3 位 

【第 66 回北海道吹奏楽コンクール帯広地区予選】 7/31(土)  

○中学校Ｂ編成の部             銀 賞  

【2021 道東ジュニアテニストーナメント】  8/4(水) 

○髙瀬 媛禾(3A)  女子シングルス 18 才以下    準優勝  

○髙瀬 媛禾(3A)  女子ダブルス 18 才以下    第 3 位  

【第 71 回全十勝陸上選手権大会】      8/7(土) 

○佐藤 朝埜(3D)  少年 B 男子 3000m 第 3 位 9’50”96 

○岩城 美海(2A)  女子 400m  第 4 位  1’07”71 

○中山仁衣菜(3B)  女子 1500m 第 7 位  5’42”04 

○門脇 月鈴(3A)  女子 3000m 第 1 位 11’10”29 

○長尾 果南(3C)  女子 100mH 第 3 位    17”31 

○長尾 果南(3C)  女子走幅跳  第 7 位   4m51cm 

○緑南中 女子4×100mＲ   第 8 位    53”19 

【道東ブロックカブスサッカーリーグ U15】      

7/24(土)  第 4 節  緑南中 5-1 南町中 

8/7(土)    第 5 節  緑南中 6-2 コンサ釧路 2nd 


