
共栄中祭の取組より 
           校長 中 井   哲 
 
 １０月２２日（金）の合唱コンクール実施をもっ
て９月３０日、１０月１日と３日間に分けて行われ
た共栄中祭が無事終了いたしました。規模の縮小や
工夫等できる限りの内容でしたが、吹奏楽・パフォ
ーマンス・体育部門・合唱・学級旗・クリエイト作
品・総合文化部作品・生徒会・各委員会等々全ての
活動が素晴らしく、準備・当日ともに１００％の力
を発揮し『和衷協同～皆で最高の思い出を』のテー
マを達成することができたのではないでしょうか。 

■行為の意味。 
今回の行事の取組を通して、特に仲間のために頑

張る姿や励ましたり寄り添う姿、掃除や片付け手伝
いをしっかりとやる姿、互いに協力・相談・支え合
う姿が随所に見られ、とても感心したのと同時に、
ふっと宮澤章二さんの「行為の意味」という詩を思
い出しました。一部を紹介します。 

 
確かに心は誰にも見えない 
けれど心遣いは見えるのだ 
それは 人に対する積極的な行為だから 
 
同じように胸の中の思いは見えない 
けれど思いやりは誰にでも見える 
それも 人に対する積極的な行為だから 
 
あたたかい心が あたたかい行為になり 
やさしい思いが やさしい行為になるとき 
心も思いも 初めて美しく生きる 
それは人が人として生きることだ 
 
人は誰もが互いに支え、支えられながら毎日を過

ごしています。多くのことを学んだ学校祭の取組か
らそんな温かい心や思いやりの大切さを改めて感じ
ることができました。大きな行事を終え、パワーア
ップした皆さんの今後の学校生活がまた楽しみです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月６日（水）にネット 

トラブル講演会を行いました。 

ＬＩＮＥの方がオンラインで、 

ＳＮＳ上で文字だけでのやり 

取りでは本当の気持ちが伝わ 

らずにトラブルになってしま 

うことを学びました。 

 

 

 １日（月） 教育相談⑤ 

 ２日（火） 教育相談⑥ 

 3日（水） 文化の日 ﾆｯﾀｸ杯全十勝卓球選手権大会 

 ４日（木） 修学旅行① 

 ５日（金） 
修学旅行②  1 年生地域探究学習 
道の駅おとふけ愛称ｺﾝｸｰﾙ表彰式 

 ６日（土） 修学旅行③ 

 ８日（月） 3 年生振替休日 

 ９日（火） 職員会議 

１０日（水） 学力テスト（全学年） 

１１日（木） 十勝子ども大会作品展（～14 日） 

１２日（金） 第 2 回 3 学年 PTA 総会 

１５日（月） 英検 IBA（3 年） 

１７日（水） １・2 年生後期中間テスト  生徒会活動日 

19日（金） 三者面談① 

２２日（月） 三者面談②  第 1 回 1 学年 PTA 総会 

２３日（火） 勤労感謝の日 

２４日（水） PTA 所費納入（～30 日） 

25日（木） 三者面談③ 

26日（金） 三者面談④  第 1 回 2 学年 PTA 総会 

27日（土） 北海道ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ新人十勝地区予選 

2９日（月） 三者面談⑤ 

30日（火） 三者面談⑥  授業参観週間（～12/2） 

◇ １１月の主な行事予定 ◇（10 月 2９日現在） 

さん 全十勝中学生優秀選手に選出！ 

感謝の気持ち大切にプレー続ける 

 10 月 12 日（火）共栄コミセンで「音更町中学生
意見発表・英語暗唱大会」が行われました。共栄中
学校代表の皆さんは堂々とした態度でしっかりと発
表をしていました。 
 
【意見発表大会】 
 ・「応援の力」     優良賞 
 ・「性別という概念」  優良賞 
【英語暗唱大会】 
 ・「Stone Soup」   優良賞 

・「Stone Soup」   最優秀賞 
 ・「Audrey Hepburn」 優秀賞 
 ・「Audrey Hepburn」 優良賞 

音更町意見発表・英語暗唱大会 

思いを込めた発表輝く 

ネットトラブル講演会 

言葉で繋がる、思いを繋げる 

全十勝中学生優秀選手に選
出された 3 年生バレーボール
部の     さんからコメ
ントを頂きましたのでご紹介
します。 
 
「高校では今までやってきた
ことをすべて活かし、もっと
上を目指すために、より一層
頑張っていきたいと思いま
す。」 
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全十勝秋季大会 
【バスケットボール】 
（男子）（１０月９日 帯広の森） 
  対 鹿追中学校 ● 
（女子）（10 月 16 日 帯広の森） 
  対 本別中学校 ● 
【バレーボール】（10 月 16・17 日 芽室総体） 
  対 帯広翔陽中学校   ○ 
  対 幕別町札内東中学校 ● 
【卓球】（10 月 23・24 日 よつ葉アリーナ） 
  男子個人 A ブロック  優勝 
【バドミントン】（10 月 23・24 日） 
（男子）（芽室総体） 
  団体２部    共栄中Ａチーム   ３位 
  個人 ダブルス ３位 
（女子）（帯広の森） 
  団体 ベスト 8 
  個人 シングル  ベスト 16 
     ダブルス  ベスト３２ 

各種大会 
【卓球】北海道卓球選手権大会ジュニアの部 
             （10 月 8・9 日 函館） 
        ４回戦進出 
【サッカー】道東カブス交流大会（10 月９日 網走） 
  1 敗 1 分 
【水泳】 
 道東選手権水泳競技大会（10 月 17 日 釧路市） 
        ５０ｍ平泳ぎ   1 位 

１００ｍ平泳ぎ  1 位 
２００ｍ平泳ぎ  1 位 

【陸上】（10 月 22 日 愛媛県） 
  ジュニアオリンピックＵ１６陸上競技大会 

 女子１００ｍ 予選 12.54 
【ハンドボール】北海道Ｕ15 ジュニアユース大会 
           （10 月 23・24 日 函館） 
 （男子） 対 函館選抜 ● 
 （女子） 対 釧路選抜 ● 

 

 感染症の影響で延期されていました共栄中祭が、
子どもたちのはじけるパワーで満たされながら開
催されました。決して十分な準備期間ではありませ
んでしたが、子どもたちは全力で取り組み、素晴ら
しいパフォーマンスを披露しました。何よりも逆境
を仲間との協力で乗り越えた経験は、これから訪れ
るであろう困難に、学級が一丸となって立ち向かう
ための力になったと思います。 

共栄中祭の様子は、PTA のご協力により DVD
を制作しお渡しする予定です。完成まで今しばらく
お待ちください。 
 

共栄中祭 

はじけた学級の力！ 

全十勝秋季大会ほか 

共栄中生の活躍 

前期・後期生徒総会 

みんなで作る生徒会活動を目指して 

響け� SINFONIA  

 美しい音色 感動の時間 
【教育相談週間のお知らせ】 

 ただ今、全学年で教育相談週間として、学級担
任や部活・学年団の先生方と面談を行っています。 
 学級で協力しながら準備をしてきた共栄中祭が
終わり、これからの学校生活に向けてどのように
取り組んでいくかや進路について、日頃感じてい
ることや悩みなどじっくり時間をかけて話をして
います。 
 今後も、教育相談に関わらず、友達同士や先輩
後輩、家族、先生方と日頃から相談しやすい環境
づくりを進めてまいります。 
 また、ご家庭からも何かありましたら遠慮なく
ご相談くださいますようお願いいたします。 

 

 10 月 24 日（日）音更町文化センターにて吹奏楽部の定
期演奏会が開催されました。緊急事態宣言の影響で 1 か月
以上練習ができない日々が続きましたが、部員一人一人の
努力で、この日は会場に来られた皆さんを、ヒット曲や懐
メロも交えながら素晴らしい演奏で魅了していました。 

 

10 月 21 日（木）前期反省生徒総会と後期活動計画生徒
総会が行われました。共栄中学校の活発な生徒会活動の伝統
を、3 年生の先輩方から、2 年生が中心となった新生徒会役
員にしっかりと引き継ぐために、活発な質疑応答が行われま
した。 

共栄中伝統の合唱も復活しました！ 


