
 人との関わり ～支えられています～ 
    校長 中 井  哲 

■朝の登校風景から 

今月から後期の活動が始まりました。現在、前期生徒

会に引き続き、後期の役員が交代で朝の挨拶運動を行っ

ています。私も時折玄関前で登校を迎えていますが、生

徒たちの表情は様々であり、とても楽しみなひとときで

もあります。そんな朝の登校風景の中で生徒の様子とと

もにいつも感じていることがあります。それは、校門か

ら玄関までの道や校舎の回りが常にきれいなことです。

校舎下の花壇や畑は各学級毎、生徒の皆さんがしっかり

と整備・管理しています。その他の道や駐車場、広い敷

地内は真夏の暑い日や雨の日でも草刈り、ゴミ・石拾い

や更にこの時期に多い落ち葉、冬場の除雪など一年を通

して毎日毎日、山川公務補さんが整備作業してくれてい

ます。『仕事だから当たり前、生徒の安全のために、き

れいだと気持ちがいいから』と大きな声で笑顔で答えて

くれます。 

「人は一人では生きられない」という言葉があります

が、私たちは周囲の誰かに支えてもらって毎日を生活し

ています。その逆に無意識のうちに誰かを支えているこ

とだってあります。学校、家族、友人、何気ない日常等

とそこには必ず誰かがいると考えられます。こうした

「誰かに支えてもらっている」ことに意識がいき、感謝

の気持ちや思いやりの心をもつことのできる人になり

たい、育てたいと日々考えています。 

世の中、コロナ禍で人と人との繋がりが希薄になった

り、心無い言葉やＳＮＳ等で攻撃的になったり、人（自

分・仲間）、当たり前を大切にできなかったり、国と国

が争ったりと、互いに支えあって生きているという感謝

や温かい心が失われがちにならないよう、今一度「人と

人・感謝・心」を大切にし、それを表現していきたいと

思います。 
 

■当たり前１０か条 

先日、自宅で過去の部活動資料を整理していた時に、

かつて駒大苫小牧高校の甲子園２連覇を陰で支えた方

ともいわれる遠藤友彦氏の著書の中にある「当たり前１

０か条」を読み返しました。私自身を見つめ直す大変よ

い機会になりました。ご存知の方にも改めて紹介します。 

 

① 自分から挨拶していますか？ 

② 「ありがとう」って言えますか？ 

③ 素直に「ごめんなさい」って言えますか？ 

④ 時間を守れますか？ 

⑤ 人の話を聞けますか？ 

⑥ 人をほめてあげられますか？ 

⑦ 思いやりをもって人と接していますか？ 

⑧ 目の前のゴミを拾えますか？ 

⑨ 整理整頓ができていますか？ 

⑩ あなたは夢をもっていますか？ 
 

 
         

各競技での秋季十勝大会、その他の大会が行われました。

結果報告と子どもたちの活躍をお伝えします。 

♢全十勝秋季大会♢ 

【バスケットボール】 

 男子 対 帯二中○  対 翔陽中● 

 女子 対 下音更中● 

【バドミントン】 

 男子団体戦 ベスト８ 

 男子ダブルス ７位 

 女子団体戦 ベスト８ 

 女子シングルス ６位 

 女子シングルス ベスト１６ 

 女子シングルス ベスト３２ 

 女子ダブルス ベスト３２ 

【バレーボール】※士幌中央中と合同 

 対 緑南中○  対 足寄中○  対 南町中○ 

 対 下音更中● 準優勝 

【卓球】 

 男子団体 ５位 

 男子個人シングルス B ブロック 優勝 

 男子個人シングルス A ブロック ３位 

♢その他の大会♢ 

【サッカー】 

 地区カブス大会決勝大会 ３位 

【ソフトテニス】 

 インドア１次予選 出場 

【陸上】 

 みんなでつなごうリレーフェスティバル２０２２（東京） 

  U16 ４×１００ｍリレー（北海道）１位 

 国民体育大会陸上競技会（栃木） 

  少年女子 B１００ｍ 出場 

成年少年女子共通４×１００ｍリレー（北海道）出場 

 ジュニアオリンピック U16 陸上大会（愛媛） 

女子１００ｍ A 決勝 ８位 

♢音更町意見発表会♢ 

（１C）優良賞 

（２A）優秀賞 

（３B）優良賞 

＜音更町英語暗唱大会＞ 

（２A）優良賞 

（２B）優良賞 

（３A）優良賞 

（３B）優秀賞 
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後期になり、１学年の総合的な学習の時間では、地域

探究と進路学習の２つを柱として授業を進めています。
地域探究のテーマは「音更の SDGｓ」です。今は、音
更の農産物について各グループで
テーマを設定し、調べ学習を進め
ています。今後は、音更の農業に
ついて２つの講話を聞き、自分た
ちの知識を更に深めていきます。
その後は、各グループでまとめた
ことを発表する予定です。 

 
 

 
 ２学年の総合的な学習の時間は、進路に関わる学習の
中で、働くことの意義や価値に対する関心を高めること
をねらいとし、職場体験学習を行っています。数年コロ
ナ禍の影響で複数の企業にお願いしての学習ができて
いませんでしたが、今年度はその活動ができるようにな
りました。まずは、職場体験前の事前学習として、帯広
信用金庫から２名の方を講師として招き、マナー講座を
行いました。マナーに講座では、人とのコミュニケーシ
ョンで大切なことを教わりました。そして、１０月２８
日（金）には職場体験学習を行いました。子どもたちは、
普段の授業ではできない体験ということもあり、最初は
戸惑いが見られましたが、担当の方に教えてもらいなが
ら一生懸命に仕事をしていました。事業所からは「あい
さつもしっかりとできて礼儀正しい生徒さんでした」
「意欲的に仕事をしてくれました」などとお褒めの言葉
をいただきました。今後は、今回の体験で学んだことを
報告する新聞を作成していく予定です。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜合唱コンクール結果＞ 
 １年 A 組「飛び立とう君の空へ」  【銀賞】 
 １年 B 組「変わらないもの」    【最優秀賞】 
 １年 C 組「明日を信じて」     【銀賞】 
 ２年 A 組「あなたに会えて」    【最優秀賞】 
 ２年 B 組「青葉の歌」       【金賞】 
 ３年 A 組「地球星歌」       【金賞】 
 ３年 B 組「あなたへ 
     ～旅立ちに寄せるメッセージ」【最優秀賞】 

【最優秀指揮者賞】３年 B 組  
【最優秀伴奏者賞】２年 B 組  

 先日、伊達直人というお名前で、吹奏楽部にご寄付
をいただきました。ご寄付は、これからも演奏を聴い
てくださるみなさんに元気を与えることができるよ
う、吹奏楽部の活動をより充実させるためにつかわせ
ていただきます。この場をおかりしてお礼申し上げま
す。誠にありがとうございました。 

第３７回吹奏楽部演奏会 

 １０月２２日（土）音更町文化ホールで、吹奏楽部に
よる演奏会が行われました。演奏会では、吹奏楽部の皆
さんだけではなく、司会に３年生の    さん、    

さん、    さん、スペシャルゲストとして山田
先生、所先生、川田先生、野球部選出メンバー、マルタ
ン先生も参加し、会場を盛り上げてくれました。また、
共栄中の生徒・保護者だけでなく、多くの卒業生も見に
来ており、素敵な演奏会となりました。 

◇１１月の主な行事予定◇（１０月３１日現在） 

１日（火） 二者面談（３年）、教育相談（１・２年） 

２日（水） 
二者面談（３年）、教育相談（１・２年）、音更町小中学
校書道・美術展示（町文化センター） 

３日（木） 

文化の日 ソフトテニス全十勝シングル大会、ニッタク杯全十
勝卓球大会、北海道ジュニアバレーボールキャンプ帯広地区第
２次キャンプ予選、音更町小中学校書道・美術展示（町文化セ
ンター） 

４日（金） 英語 IBA 英語能力向上事業、二者面談（３年）、教育相
談（１・２年） 

５日（土） ソフトテニス全十勝シングル大会 

８日（火） 職員会議、総合的な学習の時間（１年）講演 

９日（水） 租税教室（３年） 

１０日（木） 学力テスト（全学年）、十勝子ども大会作品展（～13 日） 

１４日（月） PTA３学年進路説明会 

１６日（水） 三者面談（３年） 

１７日（木） 三者面談（３年） 

１８日（金） 三者面談（３年） 

２１日（月） 三者面談（３年） 

２２日（火） 校内研修 

２３日（水） 勤労感謝の日 ソフトテニス十勝インドア大会 

２４日（木） 後期中間テスト（１・２年）、生徒会活動日 

２５日（金） 三者面談（３年） 

２６日（土） 
全十勝バスケットボール１年生大会、バレーボール選抜優勝大
会、全十勝中学校スピードスケート選手権大会 

２７日（日） 
全十勝バスケットボール１年生大会、全十勝中学校スピードス
ケート選手権大会 

２８日（月） 三者面談（３年） 

２９日（火） 参観日、三者面談（３年） 

３０日（水） 参観日 

 

第４０回 文 化 祭 総合的な学習の時間（１学年） 

職場体験学習・マナー講座 

 ９月２９日（木）第４０回文化祭を行うことができま
した。昨年度は、体育祭と文化祭を合わせた共栄中祭だ
ったこともあり、見通しがもてない活動もありました
が、３年生がリーダーシップをとり、充実した活動にす
ることができました。特に合唱では、３年生の学年合唱、
学級合唱とも素晴らしく、審査員の方からも「素敵な合
唱でした」と講評いただきました。また、それに負けず
劣らず２年生、１年生もそれぞれの学級で取り組んでき
た成果を発揮できた演奏にすることができました。 
 他にも、午前中のステージパフォーマンスや、限られ
た活動期間中に創り上げたクリエイト作品と、共栄中学
校の伝統を受け継ぎながら、どの活動もよりよいものに
することができました。クリエイト作品は各学年の活動
教室に展示していますので、保護者の皆さんも参観日な
ど来校した際にはぜひご覧ください。 

【グループによる調べ学習】 

総合的な学習の時間（２学年） 


