千歳市立富丘中学校 学校だより
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の行事予定

教育目標
未来を見つめ、より高きを志向する生徒
一、賢く

創造力豊かな生徒

一、豊かに 豊かな心をもち、感動できる生徒
一、強く

自ら考え、正しく実行できる生徒

一、逞しく 身体をきたえ、逞しく成長する生徒

平成２９年10月３１日 発行
■学校所在地 千歳市あずさ１丁目２番１号
■℡ 0123-24-1188

今年度の重点目標
ともに学び 伝えあい 高めあう生徒の育成
～コミュニケーション力の向上と発揮～

「夢八訓」より ～夢・希望・目標・計画・行動・結果・反省・進歩・（夢）
校長

津谷

昌樹

９月末に前期の活動の集大成とも言える感動的な文化祭が終了
し、１０月５日には終業式、短い秋休みをはさんで１１日からは
後期がスタートしました。始業式には、私から生徒たちに「夢八
訓」というたいへん有名な言葉を紹介し、しっかりと「反省」する
ことや、
「目標」を定め努力することの大切さについて話をしました。
― 以下、始業式の講話から ―
５日の終業式の日に、「反省がある人には進歩がある」という一節を紹介して、振り返りや
反省の大切さについて話をしました。今日はこの一節を含む『夢八訓』という言葉を紹介し
ます。『夢→希望→目標→計画→行動→結果→反省→進歩→（夢）』というように、このサイ
クルが、どんどん続いていくわけです。この言葉は、あ
「夢八訓」
る評論家の方が、世の中で成功する秘訣として語った言
夢がある人には
希望がある
葉ですが、八つのステップを一歩ずつ進んでいくことに
希望がある人には 目標がある
目標がある人には 計画がある
よって、自分の成長や成功につながったり、夢の実現に
計画がある人には 行動がある
近づいていけるということを感じさせてくれる素敵な言
行動がある人には 結果がある
葉です。今ははっきりとした夢がない人、まだ、夢がみ
結果がある人には 反省がある
つからないという人は、「目標」から当てはめてみると
反省がある人には 進歩がある
良いでしょう。
進歩がある人には 夢がある
『目標→計画→行動→結果→反省→進歩→（目標）』
※原文を一部修正
小さな目標でも、大きな目標でも、近い目標でも、少し
先の目標でも、目標であれば、自分次第で誰にでも決めることが出来ます。
後期の始まりにあたり、各個人、各学級・学年で後期の目標や決意を新たにすることと思
います。
「目標がその日その日を支配する」とも言いますから、卒業や進級の時期に、自分あ
るいは自分たちはどうなっていたいのか。そのためには今から何が必要なのかをよく考え、
できるだけ具体的な目標を定めて毎日の努力を積み重ねてください。
―以上（一部省略・修正）―
３年生は自分自身の進路実現をより意識し、２年生は学校の中心を担う自覚を高め、１年
生は中学校生活の基礎を固められるよう、生徒一人ひとりがそれぞれの目標の実現を目指し、
後期の学校生活をさらに充実させてくれることに期待しています。

２度の強風で、学校近くの木々の葉が一気に散りま
した。雨が上がった後、紅葉した葉が散り敷いた道に
しばし見とれます。とはいえ、すごい量の落ち葉です。業務技師の斉藤さんが掃き集めてい
ると、“畑じまい”の作業で外へ出た６組の生徒が、手伝ってくれました。深まる秋を感じる
ひとときでした。６組の畑は、とうきびこそ烏に食い荒らされてしまいましたが、キュウリ
にトマト、枝豆、カボチャ…たくさんの収穫がありました。先日の調理実習ではハロウィー
ン仕様のパンプキンスイーツもおいしくでき、教職員に振る舞ってくれました。
１１月２日(木)の参観日は、１日を通しての学校公開日となっています。４校時には全学
級で道徳を行います。ぜひご来校ください。
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行 事 等
会議日
参観日（学校公開日） ぜひお越しください
（文化の日）

備考
部活再登校
部活なし

生徒総会 ＰＴＡ役員会・運営委員会
会議日 ２年柔道授業開始(武道館)
全学年学力テスト（３年総合Ｃ）
１年福祉学習 一斉委員会
ＰＴＡ研修旅行

ＳＣ
部活再登校

３年教育相談①
３年教育相談② ３年救命講習
職員会議 ３年救命講習
３年教育相談③ ３年救命講習
３年教育相談④ １・２年放課後学習
校内研修のため、１年３組
で理科の研究授業を行いま
す。他の学級は給食後に下
校します。
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３年教育相談 １・２年放課後学習
１・２年定期テスト３期、ＱＵ検査
３年教育相談⑤
（勤労感謝の日）
市内小中交流会
千歳市いじめシンポジウム
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部活なし
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部活再登校

☆今年は富丘中生徒会が提言を行います。
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三者懇談①
三者懇談②

24日は中学校区での交流の
ため、午前授業です。昨年
は富丘中の授業の様子を校
区の小学校の先生に見てい
ただきましたが、今年は第
二小学校が会場になりま
す。給食はありません。

ＳＣ

スポーツの秋、各部各種大会の結果も
届いています！ 紙面の都合により、
次号でまとめてお知らせします。

良き伝統を受け継いで……生徒会役員認証式
５日に新生徒会役員の認証式が行われました。たくましく誠
実に活動をリードしてきた３年生から代替わりです。
会長
○○○○さん
生活委員長 ○○○○さん
副会長
○○○○さん
学習委員長 ○○○○さん
書記長
○○○○さん
保体委員長 ○○○○さん
書記次長 ○○○○さん
整美委員長 ○○○○さん
会計
○○○○さん
図書委員長 ○○○○さん
放送局長
○○○○さん
監査委員 ○○○○さん・○○○○さん

大きな返事に役割への自覚が見えた
学級役員認証式
１９日には各学級の委員の認証式が行われました。委員
長から名前を呼ばれ、大きな声で返事をする各委員の姿か
らは、大きな意欲が伝わってきました。大きな行事はない
後期、日常的な活動にじっくりと取り組めるチャンスです。

家庭科の授業サポート ～学校支援地域本部事業
数学の放課後学習、書写授業のサポートに続き、２年家
庭科の授業で地域の方のご支援をいただいています。ショ
ートパンツを製作中の被服室では、ミシンの扱いや製作手
順に戸惑う生徒も多く、講師の方の華麗な手さばきに助け
られています。ものづくりの楽しさに触れる機会になれば、
とボランティア講師をお引き受けいただいています。

避難訓練 落ち着いて整然と

プチボラ～花壇の片付け～
２０日のプチボラには２年生が参加、学校前を明るく彩
った花を片付け、雪が降る前の花壇整備に取り組みました。
全校生徒で協力して手入れを続けてきた今年は、富丘中学校
もあずさ町内会も「花いっぱいコンクール」で入賞するなど、
嬉しい成果もついてきました。これからも地域に潤いを感じ
てもらえるお手伝いを続けていきたいですね。

代表委員会の活動で、道徳の時間を使っていじめ未然防
止をねらいとした取り組みが行われました。心が温まる
HappyWord を増やし、思いやりあふれる学校をつくろう、
というものです。全学級で花や葉をかたどっ
た紙に言葉を書き、廊下に Tree を完成させま
した。人を傷つける言葉を投げつけてしまう
ときは、その人自身の心がガサガサにささくれ立っているときかもしれません。
自分を見つめ、他の人の気持ちも考え、互いに認め合う人間関係を築ける人に
なるための貴重な１時間となりました。

ネットモラル教室を開催
２８日には講師を招いてネットモラル教室を実施しました。
スマホが爆発的に普及したことで、その使い方についてはあ
まりに無防備な中学生が、被害に遭ったりトラブルを起こし
たりするケースが増えています。正しい使い方を知り、家庭
でもネット端末の使い方について、話し合ってみてください。

「どさんこ☆こども全道サミット」に参加
２１日に北海道立教育研究所で行われた、いじめ防止につ
いて考える「どさんこ☆こども全道サミット」に、千歳市を
代表して今年度は祝梅小学校と富丘中学校が参加しました。
富中からは新旧生徒会役員の○○○○さん、○○○○さん、
○○○○さん、○○○○さんが出席し、積極的にグループ討
議に参加しました。
～サミットに参加して～
生徒会長 ○○○○
このサミットでは、全道の参加者と「いじめ」に対する考え方やいじめ
の防止について意見交流を行いました。いじめをなくすために各学校が行
っている取り組みや、いじめに対する認識を共有しました。グループごと
の交流では、どうすれば減らせるのかについて話し合い、一人ひとりが相
手を思いやる心を持って生活することの大切さを再確認しました。
また、各学校で行っているいじめ対策についても話し合いました。いじ
めが起こらないように「いじめ撲滅共同宣言」を制作し掲示している学校
や、「独り」をつくらないことを目標として他学年と交流を行っている学校
があることを知りました。私たちの学校にも取り入れられるものはないか、
考えていきたいと思います。
今回のサミットを通して、私たちの学校からいじめをなくすためにはど
うすれば良いのかを考えたとき、まだたくさんの課題が残されているよう
に感じました。
その課題を解決するための一歩として、私たちがいじめに対し「絶対に
許されない行為」という共通の認識を持って生活することが大切だと思い
ました。これから一つ一つ目の前の課題を乗り越えて、皆さんと共にいじ
めのない富丘中学校を築いていきたいと考えています。そのために、これ
からも皆さんのご協力をよろしくお願いします。

「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセー
ジコンクール」ネットトラブル中学校の部
で、○○○○さんが石狩管内の最優秀賞を
受賞。同日同会場で行われた表彰式に参加
しま した 。
“画 面ご し 隠れ た危 険に 要注 意”

１６日には今年度２回目となる避難訓練を行いました。
消防署の方が様子を見守る中、全校生徒がグランドに避難
しました。今回は地震後に火災が発生した、という想定で
行いました。万が一のときには、落ち着いて自分の命を守
る行動をとることが大切です。訓練を機会に、日頃からも
しものときの行動について考えておきましょう。

思いやりの心で、いじめゼロの学校に
Happy Word Tree

