
  

 

 

 

 

                                 

 

校 長  柴 田   猛   

 先日、空知管内の大会が終了しました。 

さて、本校の教訓は、「開明（知）」「共働（徳）」「溌剌（はつらつ）

（体）」です。開校以来変わっていないので創られた方の思いは正直わか

りませんがおそらく、、、 

 

 

 

 

 

と、自分は翻訳しました。わかりにくいですが、「知」「徳」「体」とは、生徒の皆さんが成長していく上で教育・指導していく観点・

ポイントになります。それは何となくイメージを膨らますと、右上のように色々な活動でそれぞれの割合が変化するように解釈出来

ます。例えば、高校入試（学力検査）では、圧倒的に勉強の知識「開明（知）」が要求されます。しかし、家族が「心配してくれ」た

り、「勉強中、テレビの音量を下げてくれ」たり、、、、家庭でも高校入試でも十分「共働（徳）」に思い当たることはたくさんあると

思います。もちろん面接では「溌剌」とした態度が必要です。 

また、運動部活動では、今回の中体連大会の場合は、（考える「開明（知）」、知識はいらないとは言いませんが（笑））やはり

運動競技＝スポーツマンシップ、文字通り「溌剌」とした態度で臨むことになります。さらに、練習や大会の送迎やお弁当作りなど

支えてくれた方々への感謝へと思いをつなげることが「共働（徳）」ということになります。 

 部活動はどうしても、「溌剌（体）」という言葉や「勝った・負けた」にまとめられてしまう傾向にありますが、一人ひとりの選手の

背景には、「勝った・負けた」のほかに十分評価すべき・認めるべき「共働（徳）」と「開明（知）」に満ちたドラマが存在しています。 

昨年の結果が良かった部や選手には、「連覇」「勝って当たり前」のプレッシャーをかけてくる人もいる

し、、、悪気はないけれど、そっとしておいて欲しいのに、そっとしておいてくれない人もいます。前に勝

った相手だって、「前回より突然、絶好調に上手に強くなってるかもしれない」「何もないところで、つま

づくかもしれない」「虫刺されが、かゆくなるかもしれない」し、何が起こるかわからないのが勝負の世界。

負けたら負けたで、負けた責任や原因を考えたくなる（誰だって勝ちたいし、周りの大人は勝たせてあ

げたいと思うものねー）。それは、大なり小なり職員室でも起こっている現象です（笑）。 

もちろんバドミントン、水泳、スキーなど、新中という場所で（中体連）部活動を行ってない生徒の皆さんも、全く同じ事が言えま

す。また、「なんか集団でハッチャけるのは好きでないし」、「習い事忙しいし」、「そんなに運動好きじゃないし」、、、運動系にも文

化系にも部活動に加入していない生徒のみなさんもきっと、「こっそりガッツポーズ」派の人は、どこかで、「溌剌（体）」と「いきい

きする」瞬間があると思います。ただ、あまりほかの人に見られたくないだけで。 

自分（校長）は学校で働く者として、部活動は「一人ひとりの成長がよく見える。」ので大好きな活動の一つです。また昔の「部

活動加入率 9割」、漫画の「●ラム ダンク」の影響で「男子バスケ新入部員 26人」という時代も経験してきたものとして「部活

動」に感情移入してしまいます。思春期というこの時

代、何かに一生懸命にうちこむことは大切なことで

す。でも、中学校（時代）に「溌剌」と（部）活動するう

えで、「すぐ近くにいる人」との関係性に気づくことが

一番大切なことだと思っています。 
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開明（知） 

共働（徳） 共働（徳） 

共働（徳） 溌剌（体） 

共働（徳） 

中体連大会の場合 

高校入試の場合 開明（知）・・・解き明かして疑問を解決する。（各教科の勉強面） 

共働（徳）・・・他者とともに頑張る。汗を流す。（道徳や仲間とともにする活動） 

溌剌（体）・・・いきいきと元気よく。（あいさつやふるまい、言動など） 

共働（徳）          溌剌（体） 

「これから」試合やコンクールがある皆さんへ 

全道進出おめでとうございます。自分以外の、保
護者や指導者、親友など「いつもすぐ近くにいる
人」は、あなたと一緒に試合や演奏をしています
（試合や演奏をしている気分になり、ドキドキもして
います。）。ひとりではありません。 
あなたはそのときの一試合や一曲の演奏に全

力集中してください。一つ一つ集中すれば結果は
後からついてきます。 
もし負けたら、笑って「負けちゃいました」と言っ

てください。 

部活動を「引退」された皆さんへ 

お疲れ様でした。  競技連盟の「強化策」の一貫で、中 3 でも参
加できる大会が存在する種目もありますが、第一に、やがて来る、大
切な高校入試という進路実現に向かって欲しいという保護者や担
任、指導者の心も理解して欲しいと思います。 
  保護者や担任、指導者も、放課後の激変した生活サイクルの中で
の空虚な思いも十分に理解しています。たまには、邪魔にならない程
度、後輩の指導に参加するのもよいかと思います。ケガだけはしない
でください。 
 

「新チーム」の活動が始まった皆さんへ 

 今から来年の中体連大会が始まりました。部員みんなで「溌剌」と
プレーできる「チームづくり」は「今」という、この時期しか出来ませ
ん。いつまた、コロナウイルスが感染拡大するかわかりません。今のう
ちに出来ることをやっておくべきです。 

～おもに生徒の皆さんへ～ 



 

                           

 

 ６月２９、３０日に中体連北空知大会が、７月８，９日に空知大会が行われました。3年生にとっては集大成となるこの 

大会に、出場した選手の皆さんは、持てる力を十分に発揮してくれました。中には自分の目標以上の成績を残すこと 

ができた生徒や、緊張などで望んだ結果に繋がらなかった生徒がいると思います。この中体連での頑張りや３年間の 

積み重ねが、これからの学校生活、高校受験や自分の進路、生き方に大きな自信の源となるでしょう。 

12日には、久保田教育長から全道大会出場選手に対して「目標に 

向かって、新中の仲間の分まで、また空知の代表として悔いを残さな 

いよう、また、“文武両道”の精神で頑張る」よう激励をいただきました。 

全道大会にコマを進めた１３名の選手の皆さんは、今月末からの全 

道大会、来月の全国大会に向けて一層「熱い」戦いを期待し、応援して 

います。がんばれ、新中生！ 

 ※北空知大会は団体結果、 

空知大会は団体結果及び全道大会出場関係のみ 

・バスケットボール部  女子 北空知大会１回戦 惜敗、 男子※砂川中と合同 北空知大会３位、空知大会３位 

・バレーボール部    北空知大会 予選グループ 惜敗 

・野球部 ※滝川開西中と合同  北空知大会 Aブロック 惜敗  

・サッカー部       空知大会 １回戦 惜敗 

・卓球部 北空知大会 団体戦 男子 3位、 女子 優勝、個人戦 男子 ２名、女子 ６名が空知大会へ進出 

         空知大会  団体戦 男子３位、女子準優勝 

                 個人戦 女子 Aさん、Bさん ⇒２名が全道大会へ進出 

・バドミントン 空知大会 女子シングルス Cさん ⇒全道大会進出 

・剣道部    空知大会 団体戦 男子 2位 女子 3位 

                 個人戦 男子 Dさん、Eさん 

                                女子 Fさん、Gさん、Hさん 

⇒団体男女ともに、個人５名が全道大会進出  

 

 

                               

 

  ７月５日に、ゆめりあで今年度の芸術鑑賞が行われました。 

毎年、文化庁文化芸術による子供育成推進事業（芸術家の派遣事 

業）で、文化庁・北海道、新十津川町教育委員会及び本校が主催と 

なり実施しています。今年度は弦楽器の「サロンオーケストラ・エイト」 

による演奏が行われ、生徒は美しい音色に熱心に聞き入っていまし 

た。 

途中、雷による停電がありましたが、音楽家の皆様が機転を利か 

せてくださったり、サプライズで指揮者体験を代表生徒や先生が行 

い、最後は本校校歌を生演奏で生徒全員が歌唱するなど、思い出に残る芸術鑑賞となりました。 

 このような機会を通して、生徒が芸術に触れ、音楽に親しみ、豊かな心を育成していきたいと考えます。 



～ 町民の皆様のご協力に感謝申し上げます ～ 

  7月 14日に、本校３年生４６名が町内各事業所等において職場体験学習を実施しました。 

  この２年間はコロナ禍により実施できませんでしたが、感染防止対策を講じながらの学習 

となりました。新十津川町教育委員会、新十津川町商工会他多くの皆様のご尽力により、官 

公庁、事業所、JA、各商店等あわせて１７箇所の事業所において、一日日程で行うことがで 

きました。心より感謝申し上げます。 

  本校のキャリア教育の一環で、「働くことの意味」、特に自分の進路や将来の生き方について 

真剣に考えることや、社会の厳しさや働くことの大変さを体験し自分の生活を見直すこと、 

地域の人々との触れ合いを通して地域に学び感謝の心を持つことをねらいとして実施して 

います。参加生徒はそれぞれ真剣な表情で職場の方のお話を聞いたり、質問したり、実際の 

作業をさせていただくことで、それぞれの職業観を形成し、将来の新十津川や北海道、日本 

を支える人材となってくれると感じました。 

 １０月には２年生で同様の職場体験学習を予定しております。「地域の子どもは地域で育て 

る」の観点からも町民の皆様のご理解・ご支援を今後とも賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～適切で安全な使い方を身に付けて！ 

 本校では、情報化の進展が生活に及ぼす影響を理解し、情報に関する問題に 

適切に対処できるよう情報モラル教育を進めており、毎年夏季休業前に情報機 

器の望ましい使い方や SNS等の危険性と正しい利用法などを指導する「情報 

モラル教室」を開催しています。 

 本校の教諭が、ネット依存などの悪影響や SNS上でのトラブルなどをパワーポイントや動画を使ってわかりや

すく、生徒一人ひとりが自分ごととして捉えられるよう、各学年の生徒に指導しました。 

 夏季休業中は学校での授業がないため、生徒一人一人が自覚しながら、適切に使用することが大切です。 

 この機会に、保護者の皆様とお子さんがご家庭での携帯電話・スマートフォン・タブレットの使用時間や使用ル

ールを話し合ってほしいと思います。 

また、携帯・スマホ・タブレットのない時間をつくり、様々な体験や対面での会話の良さを体感してほしいと願っ

ています。 

 「新十津川町生活のきまり」を生徒に配付し、指導をしておりますが、ご 

家庭でもご覧いただき、安全・安心で充実の夏休みにしてほしいと願って 

います。 

 また、北海道教育委員会では、いじめや不登校、体罰などの学校教育に 

関する悩み、子育て・しつけなど家庭教育に関する悩みなど、子どもや保 

護者から直接相談を受けて問題の解決につなげる「北海道子ども相談支 

援センター」を開設しています。毎日 24時間で対応する無料の電話相談 

や、メール、来所相談も行っております。相談窓口をお知らせするカード 

はすでに配付済ですが、子どもだけでなく保護者の皆様からの相談も可 

能です。 

子ども相談支援センター（無料） 

℡ 0120－3882－56 

相談時間：毎日 24時間 

24時間子供ＳＯＳダイヤル（無料） 

 ℡ 0120－0－78310 

 相談時間：毎日 24時間 

空知教育局教育相談電話 

 ℡ ０１２６－２２－３９１２ 

 相談時間：月～金 8:45～17:30 

新十津川町青少年悩み相談電話 

 ℡ ０１２５－７６－４７８３ 

 相談時間：月～金 8:45～17:30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事予定が変更になる場合は、マメール等でお知らせいたします。 

日 曜 行事予定
放課後学習サ

ポート
スクールバス 日 曜 行事予定

放課後学習サ

ポート
スクールバス

1 月
夏季休業

　長期休業学習サポート「やまびこ」
17 水

2 火 　長期休業学習サポート「やまびこ」 18 木 夏季休業最終日

3 水 19 金 全校集会 ②

4 木 20 土 滝川西高校オープンスクール

5 金 21 日

6 土
　空知地区吹奏楽コンクール

22 月
学校祭特別日課　秋季祭典巡視（～

24日）
③④

7 日 23 火 振興会8月集会 ②

8 月 24 水 学校祭特別日課 ③④

9 火 　学校閉庁日 25 木 学校祭特別日課 ③④

10 水 　学校閉庁日 26 金 ③④

11 木 　山の日 27 土 滝川工業高校体験入学

12 金 　学校閉庁日 28 日

13 土 29 月 学校祭特別日課 ③④

14 日 30 火 学校祭特別日課　SC来校日 ③④

15 月 31 水 学校祭特別日課 ③④

16 火 スクールバス時刻　①13:50　②14:50　③16:05　④18:00

 

 

 

① PTA行事部主催 学校周辺花壇の草取り作業 

 ご協力ありがとうございました 

   ７月１０日（日）朝６：００～７：００、本校校舎前道路と花壇の草刈り・ 

草取りを行いました。 

   当日は時折小雨が降る中でしたが、保護者・生徒・教員２０名の参 

加をいただき、生い茂る雑草を丁寧に取り除いてくださいました。 

   おかげで、マリーゴールドなど花たちが生き生きと太陽の光を浴びて、まぶしい通学路となりました。 

   ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 

 

② 学校閉庁日のお知らせ 

北海道教育委員会では、学校における働き方改革の取組の一つとして、教職員が休養を取りやすい環境を整備

し、心身の健康を保持することを目的に、平成 30年度から「学校閉庁日」の取組を全ての学校で実施しています。 

   本校においても、夏季休業期間における学校閉庁日を次のとおり設定することとしましたので、保護者の皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、学校閉庁日には基本的に職員が不在となるため、緊急の場合はマメールでお知らせください。 

【期 間】 ８月９日（火）、１０日（水）、１２日（金）の３日間 ※11日は海の日（祝日） 

【緊急連絡先】 shinchu@mamail.jp  ※教頭が毎日確認し、折り返しご連絡を差し上げます。 

 


