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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11月３0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～

場 所
名 前
北海道子ども
子ども専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ
相談支援センター
メール相談
エンゼルキッズこども家庭支援センター
チャイルドラインさっぽろ
北海道警察本部少年課
少年相談１１０番
千歳市教育委員会青少年課 教育相談電話
青少年指導センター
青少年相談
札幌法務局
子どもの人権１１０番

の行事予定

「認めあおう、支えあおう、大切にしたい思いやりの心」
のスローガンのもと、千歳市の「なかよしさわやか DAY い
じめシンポジウム」が、１１月２５日に北ガス文化ホールで
行われました。
今年度は富丘中学校が提言の年に当たり、生徒会役員が本
校でのいじめ防止の取り組みについて発表しました。
「仲間とつむぐ未来」と題して目安箱の設置やポスター制作、Happy Word Tree の全学級
での取り組みなどの紹介の後、○○書記長が「全校で積極的に HappyWord を使っていこうと
いう Happy Word Day を実施したいと考えています。富丘中学校が優しい空気でいっぱいに
なるように、しっかりと考えていきたいです。
」と今後の展望を語り、○○会長が「いじめの
ない富丘中学校を築いていきたいと思います。
」と決意を述べて発表を締めくくりました。
講師の香山リカ氏からは、「実施したことについて、やりっぱな
しではなく自分たちで課題を見つけていることがすばらしい。」と
のコメントをいただきました。
◇他校の発表から
祝梅小学校からは“ぽかぽか行動”の取
り組み、向陽台小学校からは「いじめなくしたいプロジェクト」
で作成した“５つの約束”、駒里中学校からは「いじめとはどのよ
うことか」を学び直した取り組みなどが紹介されました。
◇市Ｐ連･喜多副会長の提言から
大人に向けて「大人がマナーを守れているか。見てい
る子どもが相手の気持ちを理解できない大人に育ってしまうような行動をしていないか。」と
の問いかけと、親として「話し合える親子関係、子どもの様子に気づける感覚、多くの逃げ
道」をつくりたい、というお話がありました。
◇香山氏の講演から
理由を添えて自分の考えを伝えることの大切さや、議論すること
の大切さなどについて、わかりやすくお話がありました。また、
「身近につらい思いをしてい
る人がいたら、声をかけること、一緒にいることが『あなたは１人じゃない』と伝えること
になる。もし、つらい思いをしていることを相手が打ち明けてくれたら、うまいことなんか
言えなくていいから逃げずに『そうか、そうなんだ。』と受け止めて。」との話に、多くの児
童生徒がうなずきながら耳を傾けていました。
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冬の始まりが早く、寒さが厳しくなってきました。
市内ではインフルエンザで学級閉鎖になる小学校もあ
り、早くも流行の兆しを見せています。富丘中では暖房が新しいガスボイラーに切り替わり、
加湿もできるようになりました。少しでも風邪予防に役立てば…と思っています。
冬休みに入り、２６日には「English trial」を実施します。ＡＬＴや英語教師との英会話に
挑戦する事業です。また、２５日～２７日の中で学年ごとに「冬の学校」
（冬期休業中の学習
会）を予定しています。生徒を通してプリントで別途ご案内しています。
日
曜
日課
給食
行 事 等
備考
１ 金
４時間
○
三者懇談③、１年柔道授業開始
２ 土
数学検定９：００～
３ 日
４ 月
４時間
○
三者懇談④、１年生スキーレンタル
５ 火
４時間
○
三者懇談⑤、２年生スキーレンタル
６ 水
４時間
○
三者懇談⑥
７ 木
６時間
○
ＳＣ
８ 金
５時間
○
会議日
部活なし
９ 土
３時間
×
土曜授業
１０ 日
１１ 月
６時間
○
１２ 火
６時間
○
３年放課後学習
１３ 水
６時間
○
１年非行防止教室、３年放課後学習
１４ 木
６時間
○
２年福祉講演会
３年４時間
×
３年定期テスト３期（学年末）①
１５ 金
６時間
○
３年定期テスト３期（学年末）②
１６ 土
ワックスがけのため校舎使用不可
１７ 日
〃 弁当の日です。ＰＴＡ１人１
役の「当日参観グループ」に
１８ 月
６時間
×
弁当の日
登録していただいた21名の皆
一斉委員会
様、よろしくお願いします。
１９ 火
６時間
○
ＳＣ
登録していない方の参観も大
歓迎です。12:40開始です。
２０ 水
５時間
○
会議日
部活なし
２１ 木
６時間
○
生徒集会、大掃除
２２ 金
冬季休業開始～ 1/11

３年

〈部活動 新人チームの活躍〉
◆陸上部 全道中学校新人陸上大会
５位 ○○○○さん（400ｍ）
◆剣道部 十勝大平原全道少年剣道錬成大会
男子団体 敢闘賞
◆バドミントン部 全道新人千歳地区予選
男子団体１位、女子団体１位
◆サッカー部
道央ブロックカブスリーグ１部 ３位

１４日（火）～１６日（木）
、３年生の保健体育で学級ごと
に救命講習を受講しました。千歳消防
署から救命士の方を講師にお呼びして
行いました。万が一に備え、救える命
を救うため、真剣な眼差しで受講して
いました。

校内研究授業
２０日（月）５校時、１年３組で行った山塙教諭による理
科の授業を全教員が参観し、研修を行いました。授業では既
習事項の確認をペアで積極的に行う姿、協力して実験を行い
考察する姿が見られました。この日は北海道教育庁石狩教育
局から指導主事が来校、４校時には他の学級の授業も参観し
ました。「どの教科でも落ち着いた雰囲気の中、生徒が意欲
的に学習していてすばらしい。」との言葉をいただきました。

生徒総会
生徒会活動について全生徒で審議する生徒総会が７
日（火）に行われ、2016-2017 年 間活動の反省と、
2017-2018 活動計画が承認されました。各学級からは
建設的な意見がたくさん出されました。新生徒会テー
マ「無限～仲間とつむぐ未来～」のもと、今後の活動
を行っていきます。

１年

救命講習

２年

ダンス

体育のダンス授業にインストラクターのＭｉｋｕさん、
ＳＨＵさんをお招きし、
ヒップホップダンスを教わりました。
授業終了後、教室に戻る廊下では、教わったステップを担任
の先生に披露したり、「Ｙｏ！」の声が響いたり……とても
楽しい時間だったようです。

福祉体験学習

１０日（金）講師の方に来校していただき、ガイド
ヘルプ体験、点字体験、手話体験、認知症サポーター
養成講座のグループに分かれて学習しました。終了後
はレポートにまとめ、班での発表、学級での発表を行
っています。レポートは１年生の教室前に掲示してい
ますので、保護者の皆様も三者懇談の折にぜひご覧ください。

保体委員会主催で体力アップレク
１１月の昼休みは、体育館で保体委員会主催の「体力アッ
プレク」が行われています。普段はあまり体育館に行かない
人も、クラス全員で体育館へ移動してドッジボールを楽しん
でいます。運動不足が指摘されている北海道の子どもたちで
すが、楽しく体を動かすことで日常の運動量アップを目指し
ています。

千歳市社会福祉大会で市民憲章朗読
１２日（日）北ガス文化ホールで第５４回千歳市社会福祉大
会が行われました。市民憲章唱和の場面で、昨年度「市民憲章
普及作文コンクール」最優秀賞受賞者の○○○○さん(２年)が
ステージ上で前文の朗読を行い、唱和をリードしました。

石狩管内ＰＴＡ連合会研究大会・母親研修会

「いじめ根絶メッセージコンクール」奨励賞

“見直して！！ あの子の心

我が言動”

○○○○さん（３年）の標語が管内奨励賞を受賞し、校長室で伝達表彰を行いました。

「税の作文」入賞

市役所本庁舎市民ホールで表彰式

毎年３年生の社会科で取り組んでいる「税の作文」
。今年度は地区の最高賞を受賞しました。
◆札幌南地区納税貯蓄組合連合会会長賞
○○○○さん 「私達家族と税金の関わり」
○○○○さん「ご恩と奉公」
◆千歳市租税教育推進懇話会 入選
○○○○さん 「税の高さと国」
○○○○さん「率先して払うべき」
「税の作文」 学校表彰 長年にわたる本校の取り組みが表彰
されました。札幌南税務署署長と大蔵財務協会参与が来校し、賞
状と賞品のデジタルカメラをいただきました。活動の記録に使わ
せていただきます。

１１日（土）
、管内研究大会が西当別中学校を会場に行われました。今年度は本校ＰＴＡ副会長の
荒井由紀恵さんが石狩管内ＰＴＡ連合会の会長を務めているため、大会長の役割を担いました。
本校ＰＴＡ会員からも３名が参加してくださり、分科会でも活発に発言し、場を盛り上げてくだ
さいました。ありがとうございました。

研修旅行で「ライオンキング」
教養委員会主催のＰＴＡ研修旅行が１０日（金）
に行われ、劇団四季の「ライオンキング」を鑑賞し
ました。コンサドーレ札幌の小野選手も来場してい
て、撮影に応じてくださったそうです。
（学校だより
への掲載も了承済みです。
）

市Ｐ連女性役員研修会
２２日（水）、市内各校から４０余名が参加し、プリザー
ブドフラワーを使ったフォトスタンドを制作。楽しく交流し
ながら素敵な作品を完成させました。

