
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※悩みごと 

  相談窓口 

  

 

１２月もあっという間に過ぎ、本日で２０２２年の登校最終日となりました。今年１年、本当に多くのことがありました。

生徒・保護者の皆様にとってはどんな一年だったでしょうか。学校としては、今年も新型コロナウイルスに振り回されなが

らも、コロナのせいで出来なかったことが少しずつできたりした１年でした。 

きっと、今年の初め、生徒の皆さん（保護者の皆様）は新年の誓いを立て、それを文字にしたり、夢実現のために目標を

決めたりしたと思います。その新年の誓いを実践し、また、目標を達成しようと、自分自身をコントロールしながら学校生

活を送ってきました。新中生の皆さんが、何事にも一所懸命取り組む姿は実に尊いものがありました。大変高く評価してい

ます。 

 そこで、今年最後の一週間の生活でも、一層充実したものに、そして来年につなげるための「あと少しのがんばり」につ

いて、考えていただきたいのです。 

 今から４，５０年程前、エディ・タウンゼントというボクシングに携わる男性がいました。「ガッツ石松」さんをはじめ、

６人の世界チャンピオンを育てた名トレーナーと言われた方です。 

 あるとき、エディさんは、「世界チャンピオンになれる、なれないは、どのくらいの差があるの？」と自分が指導してい

る選手に問いかけました。その答えとして、左手の親指と人差し指の間を２㎝ほど開け、「これだけだ。本当にこれだけの

差だよ。わかる？」とメッセージを送りました。 

 「もうだめだ」とあきらめるか、「あと、少しだけ！」と思って頑張れるか、その差は少しだけ・・・それは、あなたの気

持ちの持ち方次第だよ、とエディさんは私たちに伝えてくれているような気がします。 

 この話を参考に、生徒の皆さんが来年につなげられる「少し」は何かを考えてみました。 

 学習面においては、例えば英語や数学の学習をしていて「もうやめよう」と思ったときに「あと一つだけ英単語を覚えよ

う」「あと１分だけ熟語を復習しよう」とか、予定の時間が来たからやめたと思ったときに、「あと１問、計算問題をやろう」

など、ちょっとしたことでいいので実践してみてはどうでしょうか。 

 部活動においては、「あと１本、サーブ練習しよう」「あと１分、ラリーを続けよう」など、できる練習を工夫してはどう

でしょうか。あと少しのがんばりや積み重ねが、その人の実力になることは間違いありません。 

 この冬休み、生徒の皆さんが自分自身をコントロールしながら生活します。今年の初めに立てた目標や誓いが達成できた

りするかもしれません。「チャンスがない」と思うかもしれません。ただ、来年に向けた「チャンス」は目の前にあります。 

 ３年生はそれぞれの希望進路実現に向けた努力、２・１年生は学習面や部活動、その他それぞれの夢や目標に向かって「あ

と、少しだけ」頑張り始めたら、風向きは皆さんの追い風になると思います。 

保護者の皆様や教職員も、生徒の皆さんのがんばりに「少しだけ」ですが、背中を押し続けていこうと思っています。 

よい年末年始を過ごし、良い新年をお迎えください。                     （教頭 曽根） 

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 

空知教育局教育相談電話 

 ℡ ０１２６－２２－３９１２ 

 相談時間：月～金 8:45～17:30 

24時間子供ＳＯＳダイヤル（無料） 

 ℡ 0120－0－78310 

 相談時間：毎日 24時間 

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 

 

R4学校祭テーマは、公募の結果、生徒（1年生）が応募した「輝彩」を採用し、バックデザ
インは２・３年生有志の合作です。学校祭は終了しましたが、今後もしばらく使わせていただ

きます。（校長） 

第９号 令和 4 年 12 月 23 日  発行責任者 校長 

あと一週間で２０２２（令和４）年が終わります。 

年度末まであと１００日、３年生が卒業するまで４１登校日です。生徒向けの巻頭言となりますことをお許しください。 

 



  ～響く声、重なる心～ 

  12/17に「ゆめりあ」生甲斐ホールで、「歌声交流会」が開催されました。新型コロナウイルスの影響があり、 

３年ぶりに開催されました。感染症対策のため、保護者の皆様には直接ご観覧いただけず YouTubeでご視聴 

いただきました。各学年とも趣向を凝らした合唱を披露し、町内の合唱団スノーグリー・アザレアの方々も素晴ら 

しい演奏を披露していただきました。最後には全員で『旅立ちの時』を歌い、新十津川中学校伝統の合唱が久し 

ぶりにホールいっぱいに響き渡りました。 

  動画をご覧いただいていない方は、マメールでアドレスを配信しておりますので、是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  11月 3日に吹奏楽部定期演奏会が開催され、２５０名 

以上の皆様にご来場いただきました。３年生８名を含む２５ 

名が全道コンクールでも演奏した「湖月の神話」やなど全１０ 

曲を演奏したり、途中「新中ショー２０２２」など楽しい企画を 

用意し、大盛況の内に終了しました。 

 様々な発表場面での自信を胸に、これからも「だれかを笑顔にしたり、感動を与える」演奏を続けてほしいと願って 

います。ご来場いただきました皆様に、感謝申し上げます。 

 

 

小学校との連携の一環で、本校教諭による「出前授業」を 

実施しました。 

１１月２９日には外国語科で、本校英語科教諭が、ALTとと 

もに英語でゲームをしました。また、12月８日には保健体育 

科の教諭、講師がダンスの授業を行い、短い時間でしたが児 

童の皆さんは楽しそうにしながら、他の児童と一緒に英会話、ゲームやダンスを 

していました。 

来年２月３日には小学６年生を対象にした「入学説明会」を実施予定です。 

新十津川中学校の教職員、生徒一同、現６年生の入学を楽しみに待っています。 

 

 



  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月３０日に本校で行いました。総合的な学習の時間

で学習したことを各学年まとめ、プレゼンテーションを

行いました。どの発表も実際に見聞きした中で学んだ

こと、考えたこと、新十津川町の未来のためにできる

ことを的確に表現していました。 

 保護者の来校も３０名 

ありました。ご参観あり 

がとうございました。 

 

11月２９日に本校で行いました。毎年「食育に関心を

持ち、自分の健康を自分自身で考えられる」ことを目

的に、今年度は１年生家庭科の授業の一環としておこ

ないました。当日は「町食生活会全推進員協議会」や

保健福祉課による、朝食の大切さ、栄養バランスの大

切さについて、わかりやす 

い絵や資料をもとに、説明 

していただきました。 

 冬休みの生活の参考にさせ 

ていただきます。 

1２月１５日に本校で行いました。３年生には薬物の危険

性、２年生には喫煙の害について、滝川警察署生活安全

課と町住民課の方による講話が行われました。 

生徒はみな、真剣な表情で講話を聞き、薬物やたばこが

人体にどのくらい害があり悪影響を及ぼすか、理解を深

めていました。翌日には１年生がアルコールの害につい

て、パッチテストを実施しながら教師の話に耳を傾けて

いました。 

 これから年末年始を控え、 

様々な誘惑がありますが、大 

人がしっかり子どもを守って 

いきたいものです。 

本校では毎年、武道として「剣道」の授業を実施し

ています。今年度も、新型コロナウイルスの感染対

策を講じながら実施します。 

12月には、１年生各クラスで実施しました。講師

として後木祥一さんにご指導いただきます。 

 五十嵐教諭の指導と合わせ、生徒たちにわかりや

すく、丁寧に教えていた 

だいています。 

 １月以降はスキー授業 

もありますが、冬でも元 

気に身体を動かし、運動 

に親しんでほしいです。 

1２月１３日にゆめりあで行いました。町内の小、中、

高校計１０名の児童会・生徒会代表が一同に会し、最初

に NHKの「いじめをノックアウト」の動画を視聴した

あと、SNSによるいじめをなくすためにはどうすれば

よいか、話し合いました。短い時間でしたが、「お互いに

何でも言い合える」関係性をつくることや、大事なこと

や気持ちは SN Sではなく 

直接伝えることが大切で 

あることなど、町内の児童 

生徒が各学校で伝えよう、 

ということが話し合われま 

した。 

1２月２１日に行いました。連日の大雪の中、68名の

保護者のご参加をいただきました。ありがとうござい

ます。授業の様子を実際にご覧いただき、特に３年生

は、希望進路の実現に向け、これまで以上に集中した

面持ちで授業に臨んでいました。 

 学年・学級懇談会では、夏休み以降の生徒の様子、学

年・学級での指導内容、２０日間の冬季休業に向けご家

庭のご協力をいただきたいこと、等率直に懇談させて

いただきました。冬季休業中でも町教委の「やまび

こ」、部活動、そして３年生の数学学習会等あります。生

徒の様子で何かありましたら保護者の皆様と連携を取

りながら対応いたします。よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 日 元旦　冬季休業　学校閉庁日 17 火 3年学年末テスト ③④

2 月
振替休日　冬季休業　学校閉庁日

18 水
２Aスキー授業　道立高校出願受

付（～1/23）
③④

3 火 冬季休業　学校閉庁日 19 木 ③④

4 水
冬季休業

20 金
２Bスキー授業　英語検定
全道中体連スキー大会（～22日）

③④

5 木 冬季休業 21 土

6 金
冬季休業

全道アルペン競技北空知予選会
22 日

7 土 冬季休業 23 月 朝読書　常任委員会 ★ ②③

8 日 冬季休業 24 火 １Aスキー授業　SC来校日 ③④

9 月
成人の日　冬季休業

全町子ども会かるた大会
25 水

3年成績一覧表提出
③④

10 火 冬季休業 26 木 １Bスキー授業 ③④

11 水 冬季休業 27 金 ③④

12 木 冬季休業 28 土 全空知子ども会かるた大会

13 金 全校集会　地域の交通安全 ②　　④ 29 日 雪まつり

14 土 30 月 ２Bスキー授業 ★ ②③

15 日 31 火
PTA役員会・理事会、PTA親
学セミナー

③④

16 月
３年学年末テスト
　※3年下校便13：45

②③ スクールバス時刻　①13:50　②14:50　③16:05　④17:20

冬季休業中の連絡先・学校閉庁日について 

明日１２月２４日から１月１２日まで、２０日間の冬季休業となります。 

冬季休業中は、３年生の受験指導や学習指導、１・２年生の部活動など 

で登校することがあるかと思います。登下校の際は安全第一でお願 

いします。 

 さて、冬季休業中の連絡先及び時間帯について、 

平日は８時～１６時３０分まで、学校での電話対応が可能です。それ以外の時間帯や休日、学校閉庁日に

おける、新型コロナウイルス感染に係る連絡など、緊急の場合はマメールでいただけますと幸いです。（教

頭が朝と晩にメールを確認し、折り返し連絡メールを差し上げます。） 

  なお、本校の学校閉庁日は１２月２９日～１月３日の６日間です。 

年末は３０日までは町教育委員会事務局が業務を行っておりますので、お知らせいたします。 

  （平日）  新十津川中学校電話 ０１２５－７６－２１６１ 

     （平日時間外、休日、学校閉庁日） マメール  shinchu@mamail.jp         （担当：教頭） 

     （その他） 新十津川町教育委員会 ０１２５－７６－４２３３            

 

【お知らせ】PTA親父の会（PTA志賀副会長）から、生徒に「ドーナツ」をプレゼントしていただきまし 

た。学校祭での「餅つき」は今年度も中止となったことから、生徒へのプレゼントとして、 

町内の「Cross Lab.」さんのドーナツを、１２月２３日（金）の給食で生徒に渡しました。 

給食時間に食べるか、持ち帰るか、として生徒に指導しています。ご承知おきください。 

 


