
「実り多き修学旅行」 
           校長 中 井   哲 
 
 １１月４日（木）から６日（土）までの３日間、
事故や怪我、発熱等体調を崩す生徒もなく、天候に
も恵まれ、充実した修学旅行を無事に実施すること
ができました。当初の計画から行き先や時期の変更
となっていただけに、保護者の皆さんや業者・受け
入れ先等多くの方々にご理解とご協力をいただきま
した。 
 帰ってきて生徒たちから「本当に楽しかった」「行
けて感謝です」「もう一度行きたい」「この思い出を
宝に勉強頑張ります」等の言葉をいくつも聞けまし
た。旅行を通して私自身も本当に楽しく、多くのこ
とを学び『さすが共栄中生』という嬉しい場面も沢
山見ることができました。特に、一日を振り返る入
浴後の係・班長会議では、互いに妥協することなく
成果と課題を出し合って次に生かそうとする真剣な
姿勢（当たり前のこととしてみんなで進めている様
子）。更には、挨拶や返事、礼儀、時間を守る、公共
マナー等がとても立派で、昼食会場で生徒全員の挨
拶、動きや実行委員の言葉、様子を見ていた店主が
涙を流すほど感動されたり、函館市電の乗客から「生
徒の雰囲気がとても良い。見ていてすごく温かくな
る」という言葉をいただいたりと他にもホテルや見
学先、ガイドさんから何度となくお褒めの言葉をい
ただきました（これも日常の積み重ねで、当たり前
のこととしてみんなで自然に取り組んでいる様子）。 

最終日にある生徒が「楽しかったけど集団で行動
するのは結構大変だ」と話しているのを耳にしまし
た。きっと同じような気持ちを感じた人も少なくな
かったと思います。沢山のことを体験、実感し学ん
だことはこれからの生活に大きく繋がる実り多き修
学旅行になったと感じています。 

 

「かけがえのない大切なもの」 
最近、ＴＶや新聞等で電車の中で無差別に人、物

を傷つける事件や無残な殺人、傷害事件の報道を多
く目にします。特に、数日前に起きた根室市と愛知
県の中学生による殺傷事件は現在、原因等調査中で、
詳細はわかっていませんが、胸が苦しく、強い憤り
と大きな衝撃を受けました。「思い詰めて」「悩みを
相談できずに」起こしてしまった事件や、中には簡
単に人をあやめて「誰でもよかった」「やってみた」
等の自己中心的な理由もとても気になります。どん
な理由があれ、自分の命は勿論、人を傷つけたり、
命を奪ったりする権利は誰にもなく、絶対にあって
はならないことです。一人一人の存在がかけがえの
ない大切なものであること、人は決して一人ではな
いこと、命の尊さを改めて感じてほしいです。そし
て自分を大切に互いに支え、支えられながらしっか
りと前を向き、一日一日を大事に進んでいきたいと
強く思い、願っています。 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日（水） 授業参観週間②・２年生学年懇談会 

 ２日（木） 授業参観週間③・３年生学級懇談会 

 3日（金） ３年学力テスト 

 ４日（土） バレーボール選抜優勝大会 

 ５日（日） おとふけ教育を考える日 

 ８日（水） PTA 三役会議 

 ９日（木） 全校道徳授業 第２回学校評議員会 

１０日（金） ３年後期期末テスト 

１４日（火） 生徒会活動日 

２３日（木） ２学期終業式 

２４日（金） 冬季休業～１/１３（木）まで 

２６日（日） 全十勝体育大会冬季スケート大会 

 １月 

 ８日（土） 
北海道ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ大会（苫小牧）～９日 
北海道中学校新人剣道大会（千歳） 
全道新人ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会（江別）～９日 

11日（火） 北海道ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会（帯広）～１３日 

１４日（金） ３学期始業式 

１９日（水） 私立高校推薦面接試験日  生徒会活動日 

２１日（金） 英語検定 

2３日（日） 勝毎杯全十勝団体卓球大会 

25日（火） ＣＲＴ（１・２年生） 

2６日（水） ＰＴＡ広報部会 

2９日（土） ﾓﾙﾃﾝ杯ﾊﾞｽｹｯﾄ大会 全十勝学年別卓球大会 

30日（日） ﾓﾙﾃﾝ杯ﾊﾞｽｹｯﾄ大会 全十勝学年別卓球大会 

◇１２・１月の主な行事予定◇（1１月 2９日現在） 

聖火リレーのトーチがやってきた！ 

オリ・パラの感動 再び 

              １１月１２日（金）
に東京オリンピックの
聖火リレー用トーチの
披露が行われました。 

              音更町教育委員会教
育委員の田中義博様が
東京オリンピックの聖
火リレーで使用する予
定だったトーチを持っ
てきてくださり、各学
級で、トーチについて
の説明などをしていた
だきました。子どもた
ちは歓声を上げていま
した。 

              オリ・パラ精神であ
る「友情、連帯感、フ
ェアプレーの精神」を 

             改めて感じることがで
きる素晴らしい機会を 

いただくことができました。この機会を作っていだ 
だいた田中様への感謝の気持ちとオリ・パラ精神を 
これからの人生で大切にしてきたいですね。 
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各 種 大 会 
【バスケットボール】 
 全十勝１年生大会 
（男子）（10 月 30 日 帯広四中） 
  対 芽室中学校 ●  対 帯広一中 ○
（女子）（10 月３０日 帯広緑園中） 
  対 緑園・西陵中学校 ●  対 芽室西中 ● 
【サッカー】 
 全道 U-15 フットサル選手権大会道東ブロック予選 
 （１次リーグ）（１１月３０・３１日 士幌研修センター） 
  対帯四・五中● 対鹿追中○ 対本別中○ ２位 
 （決勝トーナメント）（１１月６日 サホロアリーナ） 
  対帯北 FC ● 
【水泳】 
 十勝選手権水泳競技大会（10 月 31 日 帯広の森） 
        ５０ｍ平泳ぎ   1 位 
 北海道スプリント水泳競技大会 
         （１１月７日 札幌市平岸プール） 
        20０ｍ平泳ぎ   3 位 
【卓球】 

ニッタク杯卓球大会（11 月３日 よつ葉アリーナ） 
         優勝 
【バドミントン】（11 月 27 日 よつ葉アリーナ） 
 北海道新人十勝地区予選 
（男子）シングルス  ベスト１６ 

ダブルス   ３位 
     ※全道新人大会出場権獲得（1/8・9 江別） 
（女子）シングルス  ベスト１６ 
【スピードスケート】 
 全十勝スピードスケート選手権大会 

（１１月２８日 帯広の森オーバル） 
   スプリント競技   ３位 
 

各種コンクール等 
【道の駅おとふけ愛称ｺﾝｸｰﾙ】 
  （２Ａ） 優秀作品 「ワッカ２４１」 
【十勝子ども大会】 
（読書感想文） 

  課題読書の部  （１C） 最優秀賞 
（美術） 

  文具のスケッチ （１B）  特選 
  空間表現    （３C）  入選 
  果物・野菜   （１B）  入選 
  木彫箸     （２B）  入選 
  和洋菓子    （３C）  入選 
  絵文字（音更） （１C）  入選 
  ピクトグラム  （２B）  入選 
（書道） 

  創造      （３C）  秀作 
 創造      （３A）  秀作 

  創造      （３A）  秀作 
（社会） 

  歴史新聞    （１C）  銅 
  歴史新聞    （１C）  銀 
  歴史新聞    （１C）  銅 
  歴史新聞    （２B）  金 
【青少年読書感想文全道コンクール 

・北海道指定図書読書感想文コンクール】 
課題図書の部  （１C） 優秀賞 

共栄中生の活躍 

１年地域探究、２年宿泊学習、３年修学旅行 

行事を通して成長する心と仲間との絆 

体育科・柔道 

寒さに負けず稽古に励む 

【道徳授業のお知らせ】 
 年間３５時間のカリキュラムを組んで道徳の授業
を行っています。内容は大きく分けて「自分自身に関
すること」「ほかの人との関わり」「集団や社会との関
わり」「生命や自然、崇高なものとの関わり」の４つ
の視点。教科書には項目ごとに読み物教材が載ってお
り、題材について生徒同士で話し合い、自分の考えを
深めたり、人の考え方に触れることでより深く広く考
えたりして、実生活の中で生かしていけるよう心の成
長を促すものです。教材には１年生から３年生まで坂
本勤さんの「タマゴマン」が掲載されています。「お、
懐かしい」と思った保護者の方も多いのでは。先だっ
て行われた１年生の「タマゴマン」の授業を終えて生
徒が書いた文章です。「父には『相談しても意味がな
いんじゃないか』と思うことがあるけど、私が気づい
ていないだけで、私のことを大切にしていてくれて
『普段から感謝の気持ちを伝えられるといいな』と思
いました。」家族や友達への感謝や思いやり、そして
困ったり悩んだりしたときは相談できる信頼関係な
ど、様々なことを学んでいます。道徳の授業があった
ときは、家族で授業内容についてお話しするのもよい
のではないでしょうか。 

 

 柔道の授業が始ま 
りました。この季節 
体育館ギャラリーは 
大変寒く、畳も冷た 
く感じられます。そ 
れでも生徒たちは、 
基本の受け身や技の 
練習に励んでいます。 
 柔道の精神には、 
「精力善用」「自他 
共栄」というものがあります。「柔道の練習を通して、
心身の力をもっとも有効に働かせることを身につけ
て自分を完成させ、その自分を使って社会の発展に
貢献する。」「互いに信頼し、助け合うことができれ
ば、自分も世の中の人も共に栄えることができる。」
というものです。そして、柔道で学んだ精神を実生
活に活かし、立派な人間になることを目指します。 

柔道を行うのは短い期間かもしれませんが、寒い
中でもクラスメイトと練習に励み、「精力善用」「自
他共栄」の精神を鍛えていきましょう。 
 

10 月 2８・２９日に２年生の宿泊学習がネイパル
足寄で行われました。また、１１月５日には１年生
の地域探究学習が町内１６の会社・事業所の皆さま
の協力のもと行われました。そして、１１月４～６
日には３年生の修学旅行が無事に行われました。 

コロナの影響で昨年は行えなかった行事や、今年
度に入り延期を余儀なくされた行事が行えるように
なってきました。これらの行事を行うために生徒た
ちは何度も話し合いを重ね、多くの準備をします。
その過程で仲間との協力の大切さや相手を思いやる
気持ちを実感します。行事の本番では、計画してい
たこととは違う事態が発生して、仲間と協力し解決
を図っていかなければならない場面もあります。そ
して自分たちで考え計画した行事を終えて達成感・
成就感を感じ取ります。行事を一つ一つ終えるたび
に、生徒たちの心は成長し仲間との絆が深まってい
ます。各学級担任の学級通信等で保護者の皆さまに
お伝えしているところですので、ご家庭でも話題に
していただければ幸いです。 

 

柔道の基本:受け身の練習 


