
新しい年に向けて振り返る 
            校長 中 井   哲 

学期の中で最も長い２学期も本日で終え、明日か
ら冬季休業を迎えます。コロナ禍の影響等で、十分
潤った学校生活とは言えないものの、今やれること
を、できる限りの活動を進めて参りました。日常の
学校生活はもとより各種行事、部活動、ＰＴＡ活動
等を通して多くの経験、学びや活躍となり、充実し
た２学期であったと思います。現在、３年生は学習
面での更なる充実や願書の作成、面接練習等と本格
的に自分の進路希望実現に向けて取組を進めていま
す。１、２年生は挨拶運動や募金活動等、２年生が
学校をリードしながら文武両道、各自の目標に向け
て活動する場面が多くみられます。明日から２１日
間の冬休みは、家庭中心の生活になります。健康で
有意義な毎日を過ごし、ひとまわり成長した元気な
姿で３学期を迎えることを願っています。 

■今年の漢字は『金』 
毎年１２月１２日に日本漢字能力検定協会から一

年の世相を表す漢字が京都の清水寺で発表されます。 
今年は『金』。東京五輪での金メダル（パラ１３個

と合わせて４０個）獲得をはじめとする五輪での選
手、スタッフ、応援、関係者等の活躍や大谷選手（野
球）松山・笹生選手（ゴルフ）藤井棋士（将棋）ら
による金字塔の打ち立て。一方、コロナ禍による経
済への影響や給付金等と、お金に関する話題も多く、
これらが『金』に決定した要因といわれています。
また、元来『金』の文字には、最高位や美しい、輝
かしいもの、値打のあるもの、最高の存在などの意
味をもち、様々に活用されています。 

さて、みなさんにとっての一年、今年の『金』は
どうだったでしょうか。家庭生活や学校生活（学習・
生活面、学校祭などの行事、部活動）において、そ
れぞれの『金』を目指した取組や成果を振り返って
みてください。 

良かった人、目標を達成した人、努力を継続中の
人、課題が残る人も２０２１年はまだ、８日間あり
ます。そして、来年はみんなが『金』ラッシュにな
ることを願っています。皆様、良いお年をお迎えく
ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
各 種 大 会 
【バレーボール】 

 選抜優勝大会（１２月４日 士幌町研修センター） 

  予選リーグ    対 本別・足寄中 2-0 ○ 

  決勝トーナメント 対 札内中    0-2 ● 

【スピードスケート】 

 全十勝スピードスケート記録会（１２月１１日 オーバル） 

    3000ｍ ５位 

    1000ｍ ５位 

【卓球】  

 全日本卓球選手権大会カデットの部 

  （１０月２９～３１日 愛知県） 

    ダブルス  ２回戦 

    シングルス ３回戦 
   ※１１月号への掲載漏れがありましたので 
    今号にて紹介させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯広北高演劇部公演鑑賞 

高校生の演技に感銘 
 １２月９日（木）に全校道徳として帯広北高等学
校の演劇部の皆さんによる舞台「死神」を鑑賞しま
した。高校生の演技に圧倒され、内容に共感した共
栄中生たち。「死神が女の子にかけている言葉が私に
言っているように感じました。命や本当のことを見
つめる大切さを学ぶことができました」「『何かあっ
た？』という言葉を望んでいたというシーンがあっ
たので、辛そうな人がいたら声をかけていきたい」
「前半は自然と笑ってしまいましたが、後半、少し
ずつ重たい話になってきて、心の芯にたくさんのこ
とが突き刺さってきました。命の授業を有難うござ
いました」などの感想が寄せられました。共栄中生
の心に多くのことが伝わった演劇鑑賞になりまし
た。 
 帯広北高演劇部の皆さん本当にありがとうござい
ました。 
 

青少年読書感想文 
全道コンクール 
優秀賞  

共栄中生の活躍 

共栄中学校通信 

令和３年 

１２月２３日発行 

     １２月号 共 育 

共 鳴 

共 感 

 北海道では新型コロナウイルスの感染状況が落ち着
いているところですが、年末年始に人の動きが活発に
なることから、まだまだ油断できないところです。感
染予防を今まで同様に講じながら、年末年始をお過ご
しください。 
 また、寒いなかでも体力増進に努め、健康に気を付
けながら生活するとともに、冬道での交通事故等にも
ご注意ください。さらに、様々な取組や活動の中で困
ったり悩んだりすることもあると思います。そんな時
は、抱え込まずに遠慮なく相談してください。 
 なお、本日、コロナ感染予防と悩み相談等のプリン
トを配布しています。家族・友人、学校以外にも下記
に示しました相談窓口等がございますので、別紙プリ
ントをご覧頂き、ご活用ください。 
 
【北海道子ども相談支援センター】 
①0120-3382-56（２４時間対応） 
②メールでの相談 

doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp 
③ほっかいどう子どもライン相談 

冬休み期間中も健康・安全に！ 

道の駅おとふけ 
愛称コンクール 
優秀作品  

北海道ｽﾌﾟﾘﾝﾄ水泳競
技大会 ３位 （等） 
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１２    月 

２４日（金） 冬季休業～１月１３日(木)まで 

２６日（日） 全十勝冬季ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ大会 

２９日（水） 年末休業（学校閉庁日） 

３０日（木） 年末休業（学校閉庁日） 

３１日（金） 年末休業（学校閉庁日） 

１     月 

 １日（土） 元旦 年始休業（学校閉庁日） 

 ２日（日） 年始休業（学校閉庁日） 

 ３日（月） 年始休業（学校閉庁日） 

 ７日（金） 北海道ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ大会（苫小牧）～９日 

 ８日（土） 
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） 
私立高校推薦面接入試  生徒会活動日 
PTA 三役会議 

２１日（金） 英語検定 

2２日（土） 町内スピードスケート大会 

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 

２     月 

 ２日（水） 新入生保護者説明会 

 ３日（木） 全学年学力テスト 

１０日（木） 公立高校推薦入試 

１５日（火） 
私立高校一般入試（A 日程） 
新入生体験授業 

１６日（水） 私立高校一般入試(面接) 

１７日（木） 第３回学校評議員会 

１８日（金） 
第２回第２学年 PTA 総会 
私立高校一般入試（B 日程） 

１９日（土） 全十勝バドミントン学年別大会 

２１日（月） 生徒会活動日 

２２日（火） 後期期末テスト（１・２年） 

２４日（木） PTA 運営協議会 

２７日（日） 全十勝バドミントン学年別大会 

◇１２・１・２月の主な行事予定◇ 

【タブレットの持ち帰りについて】 
 この冬休みは、タブレットを家庭に持ち帰り、感染症
対策として、毎日の健康観察をタブレットのフォームに
入力する取組を行います。また、家庭学習に役立てるた
めに、文部科学省から公表されている学習サイトについ
ても案内しています。 
 家庭での使用にあたって注意すべき点について、学校
で指導しておりますが、本日、プリントを配布しており
ますので、そちらをご覧いただき、ご家庭でもご協力く
ださいますようお願い致します。 

おはようございます！ 
の元気な挨拶が玄関に 
こだまします。 
 後期生徒会役員によ 
る、朝の挨拶運動では、 
生徒会役員だけでなく、 
登校してきた生徒みん 
なが元気な声で心のこ 
もった挨拶を交わして 
います。 

お客さんを案内しているときに出会う生徒みんな
が元気な声で挨拶するので、お客さんは口々に「共栄
中生の皆さんは立派な挨拶ができますね」と言ってく
ださいます。 
 生徒会のみなさん。挨拶運動ありがとうございま
す。そして、生徒のみなさん、これからも元気な挨拶
で、よりよい学校を作っていきましょう。 

 ２年生と３年生の体
育科の授業で、救急救
命講習を行いました。
音更消防署の方々のご
協力とご指導のもと、
まずはビデオで救急救
命について勉強しまし
た。次に写真にあるよ
うに心臓マッサージの
方法とＡＥＤ（自動体
外式除細動器）の使用
方法を実際に行って学
びました。 
 生徒全員が真剣な表
情で訓練に取り組み、
「いざ！」という時に、
人を助けられたらと、
思いを新たにしていま
した。 

いざという時のために 

救急救命講習実施 

調理実習再開 

みんなで協力して最高の一皿を 

 新型コロナウイルスの
感染状況が落ち着いてき
たことを受け、家庭科の調
理実習も再開されました。 
 １年生がさけのムニエ
ルとハンバーグを調理し
ました。 
 みんな真剣に食材を切
ったり、調味料を計った
り。班の仲間との連携もバ
ッチリ！ 
 出来上がったムニエル
やハンバーグをおいしそ
うにほおばっていました。 
 今後も、感染状況を見な
がら、教育活動を順次再開
してまいります。 

後期生徒会挨拶運動 

おはようございます！の声響く 

【学校閉庁日と連絡先等について】 
１２月２９日～１月３日まで学校閉庁日になります。

この期間中に急な連絡が必要な場合は町教育委員会に
ご連絡ください。（42-2111） 

また、冬休み中の平日に学校にご連絡いただく場合
は、8：15～16：45 の時間内にお願い致します。そ
れ以外の時間は、教育委員会へお電話ください。 

心臓マッサージと AED の準備 


