
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大が収束する気配を見せな

いまま、2 学期がスタートしています。 

２年ぶりに行動規制のない夏季休業。新型コロナウイ

ルスの感染防止に配慮しながら、楽しい思い出をつくる 

ことができたでしょうか。 

 夏季休業中に行われた中体連の全道大会で、卓球部の

小林彪雅さんが第５位に入賞し、北海道の代表として、全

国大会に出場しました。また、惜しくも全国大会への出場

が叶いませんでしたが、陸上部の家常裕大さんが２００

ｍで第8 位、山田和生さんが1500ｍで第６位に入賞し

ました。卓球部の男子団体は、ベスト８に入りました。全

道の8 位と6 位、ベスト８ですから、十分、胸を張って

いい成績だと思います。また、文化部では、吹奏楽部が吹

奏楽コンクールに出場しました。惜しくも目標にしてい

た金賞には届きませんでしたが、素晴らしい演奏を聞か

せてくれました。定期演奏会で、また素晴らしい演奏を聞

かせてもらえることを楽しみにしています。 

 目標に向かって努力したことが結果に結びつくことが

一番良いことですが、たとえ、結果に結びつかなくても、

生徒たちが、日々、努力して身に付けた力は、誰にも盗む

ことができない宝物になります。その宝物を大切にして、

さらに磨いてほしいと願っています。 

 2 学期は、1 年の中で一番、長く、落ち着いて、学習や

スポーツに取り組める学期だと言われます。音中祭など

の大きな学校行事もあります。３年生は、部活動が終わ

り、半年後の進路選択に向けて、重要な時期になります。 

 新型コロナウイルスの感染拡大は続いていますが、一

人一人が感染防止に努め、１つでも多くの楽しい思い出

をつくるとともに、目標に向かってがんばる 2 学期を送

ってくれることを期待しています。 

 保護者の皆さまには、引き続き、本校の教育活動にご理

解とご協力を賜りますようお願いします。 

 

 

 

 今年度４月から見直した髪型とSNS の規則。毎月、 

「学校生活アンケート」を取って、校則を見直したこと 

による学校生活の変化を見守ってきました。 

 髪型の規則を変えたことについて、５月の学校生活ア

ンケートで聞いたところ、 

 ①過ごしやすくなったと感じる  ２１．６％ 

 ②特に変化はない        ７８．０％ 

 ③過ごしづらくなったと感じることがある ０．４％ 

という結果で、校則の変えたことによる大きな問題はな 

いようです。実際に、生徒たちの髪型を見ても、指導が必

要と思える髪型の生徒はおりませんでした。 

 SNS の校則を変えたことにより、家族以外の人と

SNSやLINEなどのネット上のやり取りを始めたという

生徒は、５月時点で６６．８％。SNS やLINE を利用し

て嫌な思いをしたことがあると回答した生徒は、５月ア

ンケートで２．５％、６月アンケートで０．８％でした。 

多くの生徒は嫌な思いをせずに使うことができているよ

うですが、一部でも嫌な思いをした生徒がいることは残

念なことです。すべての生徒が嫌な思いをしたり、トラ

ブルに巻き込まれたりせず、安全にインターネットを使

用できるよう学校でも引き続き指導してまいります。ご

家庭でもご指導いただきますようお願いします。 

                                     音更町立音更中学校 

                                        第６号 

                                    令和４年９月１日発行 

                                   （文責：校長 佐藤 育子） 

                                     

 

        

 8 月23 日（火）から教育実習の先生が来ています。 

 畠山 瑠那（はたけやま るな）先生  
 本校の卒業生で、現在は北海道教育大学岩見沢校の３年

生です。主に１年 B 組に入るとともに、音楽を指導して

います。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

英語の力を客観的に証明することができる英語検定。高

校入試はもとより大人になっても、資格として、履歴書に

書くことができるものです。合格おめでとうございます。 

部活動と同様に、目標をもって努力することで、自分の力

を伸ばすことのできるよい機会です。積極的にチャレンジ

してほしいと思います。 

【準２級】高校中級程度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 林原 つくしさん（３年）  茂山 開さん（３年） 

 大澤 佑奈さん（３年） 

【３級】中学校卒業程度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 當瀬 健太さん（２年） 

【４級】中学校中級程度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 及川 史桜さん（２年）   黒川 美奈さん（３年） 

 大風 蒼空さん（３年） 

【５級】中学校初級程度 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 矢野 ひまりさん（１年）  飯山 恋羽さん（１年） 

 大道  楓さん（２年）   荻野  敦さん（２年） 

 小川 聖愛さん（２年）   森  心暖さん（２年） 

 松葉 心愛さん（２年）   杉山 穂高さん（２年） 

 林  奈々星さん（２年） 

祝！合格 英 語 検 定 

8/23～9/16 教 育 実 習 

校則の見直しから５か月・・・ 

 教育実習生として中学校に通ってみて、とても驚い
たことがあります。それは、私が小学校の頃からお世話
になっていた緑のおばさんが未だに同じ通学路に立ち
続けていらっしゃることです。 
 教育実習が始まり、ようやく小学・中学時代の自分が
たくさんの方に支えられていたことに気づきました。 
私も同じように生徒の学校生活を支える人の一人にな 
れるようしっかりと勉強しようと思います。 

残りの２週間もよろしくお願いします。 



       ■１０月１日（土）音中祭 
        例年どおり、午前に体育種目、午後に合唱の予定 
       で準備を始めており、9 月15 日（木）から特別時 

間割に入ります。新型コロナウイルス感染拡大が収
束しない中ですが、生徒たちにとって、思い出に残る大切な行事の１
つですので、感染対策をしながら、通常の形で開催する予定です。 

保護者の皆さまにも生徒たちのがんばりをぜひご覧いただきたい
と考えております。参観方法等の詳細は、改めてご案内いたします。 

 

■９月６日（火）音更町学推協研究大会 
 町内の先生方が授業を参観して、学び合う研究大会。コロナ禍の中、
ここ2 年間は中止していましたが、今年度は、音更中学校を会場に、
参加人数を制限して開催します。町内の中学校の先生が10～20 名、
５校時の授業を見にいらっしゃいます。感染防止に十分配慮して実施
いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。 

        

★北部十勝中学校体育大会 

■卓球 

男子団体       優勝  音更中学校 

女子団体       優勝  音更中学校 
男子個人       優勝  小林 彪雅       

第３位 清水目統士 
女子個人       第３位 川口 舞亜 
■バスケットボール 
男子     優勝 上士幌・音更中合同 
女子     優勝 音更中学校 
■バレーボール 
女子     第３位 音更中学校 
■ソフトテニス 
男子団体 準優勝 音更中学校 
女子団体 優勝  音更中学校 
男子個人 準優勝 前多・尾花組 
女子個人 優勝  吉田・佐々木組 
■サッカー  
第３位 音更中・駒場中・共栄中合同 
★全十勝中学校新人陸上大会 
中１男 100m  第6 位 小川 陸叶 
中２男 100m  第4 位 山田 和生 
中２男 100m  第５位 白濱 良太 
中男子 200m  第５位 野々村太茂 
中男子 200m  第７位 白濱 良太 
中男子 800m  第８位 佐藤 泰雅 
中男子1500m 第１位 山田 和生 
中男子3000ｍ 第５位 大道 楓 
中１男100ｍH 第４位 野崎 煌士 
中１男100mH 第５位 目黒 大翔 
中１男100mH 第６位 増田 瑛太 
中男子４×100m 第１位 音更中 
中男子走幅跳  第３位 相馬 蓮杜 
中男子走幅跳  第６位 細木 瑛太 
中男子四種競技 第 4 位 目黒 大翔 
中男子四種競技 第５位 増田 瑛太 
中男子四種競技 第７位 野崎 煌士 

９月の行事予定 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

★★ 栄光の軌跡 ★★ 

 
 
 
★北海道ジュニア陸上競技選手権大会 
 出場【９月４日（日）千歳市】 
150ｍ・300ｍ       家常 裕大 
2 年100ｍ・1000ｍ 山田 和生 
２年100m         野々村太茂 
1 年砲丸投          小川 陸叶 

お知らせ 

※紙面の都合上、敬称を略します。 

★帯広地区吹奏楽コンクール 
中学校A編成の部 銀賞 音更中学校 
★北海道中学校卓球大会 
男子団体       ベスト８ 
男子個人       第５位 小林 彪雅 
             ※全国大会出場！ 
★北海道中学校陸上大会 
男子 200m   第８位 家常 裕大 
男子1500m   第６位 山田 和生 

 

健闘を祈ります！ 


