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文責：和寒中学校

２学期の始まりにあたり

「自ら考え、見通しをもって行動する生徒」

「考える子どもを育てたい」と言われ心に残ったのは、前任校に

進学してくる幼稚園の副園長さんの言葉でした。「えっ！？」と思い

ました。「幼稚園児が考える！？・・・」想像できなかったことを反

省しています。

「考える」を辞書で引くと、次の２つがあります。

（１）知識や経験などに基づいて、筋道を立てて頭を働かせる

（①判断する・結論を導き出す、②予測する・予想する

・想像する、③決意する）。

（２）関係する事柄や事情について、あれこれと思いをめぐらす。

幼稚園児は、知識や経験が多いわけではありません。しかし、幼

稚園児なりに考えて行動しているのです。

さて、和寒中学校の今年度の重点目標は「自ら考え、見通しをもって行動する生徒の育成」で

す。１学期にこんなことがありました。ある生徒が、いつもは布マスクをしているのに、その日

は使い捨てマスクをしていました。「布マスクをたくさん持っているのに、なぜ今日は使い捨て

マスクなの？」と聞きました。するとその生徒は、「今日は体育の時間に５０ｍ走を走るので、

汚れてもよくて呼吸がしやすい使い捨てマスクにしました」と答えました。思わず、「よく考え

て行動しているね！」と感心しました。その生徒は、次の体育の時間の見通しをもち、自ら考え

て行動していたのです。

「見通し」を辞書で引くと、次の２つがあります。

（１）物事の成り行きや、将来のことを予測すること

（２）人の心や目に見えない内面の物事を見抜くこと

猛暑の中、オリンピックが開催された２５日間の夏休みが終わり、８月１６日(月)から約４ヶ

月の２学期が始まりました。うがい・手洗い・マスク着用や、密閉・密集・密接を避けるなどの

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は続きますが、皆で協力しながら気を付けて、思い出に

残る学校生活を送ってほしいと思っています。１９日(木)・２０日(金)に予定していた２年生の

宿泊研修は延期といたしましたが、実施できる状況になることを願っています。

２学期も、家庭学習において学習したことを反復練習して定着を進めながら、学校教育目標で

ある「新世紀を拓く、心豊かでたくましく生きる人」の育成を目指して教職員一同、尽力してま

いります。保護者・地域の皆様のご支援・ご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

２学期始業式
始業式では、宮武さん（１年）と加藤さん（３年）

が代表して夏休みの思い出と２学期に頑張りたいこ

となど抱負を語りました。内倉さん（２年）は欠席

したため、坪先生が代読しました。

夏休み中の出来事など楽しい思い出や学校祭など

の行事に向けて思いが語られました。

中体連陸上競技大会 ７月２７日(火)・２８日（水） 帯広市
６月に士別市で行われた「中体連陸上競技大会」」で

代表権を勝ち取った３名と男子リレーチームが７月２７

日(火)・２８日(水)に帯広の森陸上競技場で行われた「中

体連全道陸上競技大会」に参加しました。

真新しいユニフォームを着た選手たちが力の限り走り、

跳び、健闘しました。

ＮＨＫコンクール道北地区大会 ８月４日(水） 旭川市
音楽部は８月４日(水)に旭川大雪クリ

スタルホールで開催された「ＮＨＫコン

クール道北地区大会」に参加しました。

今年は例年になく暑い日が続き、夏休

み中も運動部のように毎日汗を流しなが

ら、練習に取り組んできました。その成

果を初めてのステージで発表しました。

コンクールの演奏は９月４日(土)午前

９時からＮＨＫ-ＦＭ（ラジオ）で放送

されます。是非、ご聴取ください。

『少年の主張』
７月に上川合同庁舎で「令和３年度少年の主張上川地区

大会」が開催されました。今年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、ビデオ審査で実施されました。

３年 佐藤莉子さんの「今を生きる私達へ」が「最優秀

賞」に輝きました。佐藤さんは、コロナ禍で日常の多くが

奪われる中、行事などで制限を受ける自分たちを“可哀想

”の一言でまとめられてしまうことを疑問視。生徒会長と

して「できないことよりできることに目を向ける」をモッ

トーに様々な行事を工夫して実施した体験などから、「こ

んな歪んだ世界を最高な世界にしていけるのは、今を生き

ている私達しかいない」と、歪んだ世界に負けず前向きに

生活することの大切さを訴えた。

佐藤さんは９月２日(木)に札幌市で開催される全道大会にビデオ審査で出場します。

《男子》

走り高跳び ・・・ 半澤 理玖 １６５ｃｍ

走り幅跳び ・・・ 池澤 琉生 記録なし

４×１００ｍリレー ・・・

（池澤巴琉、半澤理玖、牧 将多、諸岡洸佑）

４８秒６１

《女子》

走り高跳び ・・・ 梅本 心遥 １４０ｃｍ

7 月 30 日(金)に行われたリハーサルの様子



和寒中学校教育活動の評価結果

保護者 生徒 教職員

わかる授業で

確かな学力をつ
けます

①　主体的・対話的で深い学びの視点で授業改善を進め、確かな学力を身に

    つけさせます

②　一人ひとりを大切にし、学びに向かう力を身につけさせます
51.9 50.8 59.5

っながりを大切

にします

①　家庭・地域と連携して、信頼関係を深め地域と共にある学びの充実を
　　図ります

②　義務教育9年間を見通し小学校と連携して、地域の子どもを育みます
61.4 64.7 48.8

ともに豊かな

心を育てます

①　互いに認め合い、励まし合い、協力し合う中で、思いやりの心を育て

    ます

②　地域での学習やボランティア活動の充実を図り、地域を愛し地域に
　　貢献する心を育てます

63.3 59.0 57.2

さわやかな学

校づくりをしま

す

①　「礼儀」と「あいさつ」を大切にする校風をつくります

②　生徒会活動、部活動の充実を図り、自主自律の心を育てます 64.9 85.4 53.6

むずかしいこ

とに挑戦する態
度を育てます

①　キャリア教育の視点で自分を見つめ、夢や目標をもち努力する態度を

    育てます

②　自ら決めた目標に向かい、自己の向上をめざす態度を育てます
57.3 62.2 59.5

合計点（５００点満点） 298.8 322.1 278.6

和寒中学校　１学期の教育活動の評価から
　そう思う…100点　どちらかというと思う…67点　 あまり思わない…34点
　そう思わない…0点　 E（わからない）…計算除外 として平均点を算出。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100点満点)

＜和寒中学校わっとさむ＞を視点とした評価 解　説

　全国学力・学習状況調査や学力テスト、チャ
レンジテストの結果から昨年の４月と比べて、

学力が向上していることが読み取れました。し
かし、生徒や保護者の満足感には至っていな
いのが現状。達成感や成就感を味わわせる指
導が課題。

①中学校も義務教育であり、バス通学についても小学校と同程度の対応が当然だと思いますが、

全く対応してないのはどういう事でしょうか？通学についても役場の案内には8時5分着とありま

すが、いつも8時10分をすぎる（遅刻ぎりぎりで準備などに支障がでる）そうで、泣いてバス通学

を嫌がります。これは、他児童と同等の教育を受ける権利を剥奪している行為ではないでしょう

か？また、その為、親が送迎する事になり仕事にも支障がでます。普通に8時5分までに通学でき

て、部活がない5時間授業の時は帰りのバスを出してください。17時まで待つなんてあり得ませ

ん！

②息子のペースで温かく見守ってくれている先生方にはいつも感謝しています。

③レベル別にもしくは意欲別（スポーツ、進学等）に授業内容を分けてほしい。

④和寒には塾などがなく自学習のスペースや教えて頂ける場所が全くありません。ほとんどが旭

川へ行かなければならない状態です。ですから部活も終わった生徒も沢山いるので、放課後学

習スペースと時間を設けて欲しいです。（わからない問題を教えてくれる先生、もしくは民間の

方を配置希望）

⑤数学のワークの扱いがよくわからないので教えてほしいです。日々の授業の中で活用している

様子はなく、単元ごとの回収もないと聞きました。テスト終了後の回収では、関心意欲の評価に

しかならないでしょうし、生徒の理解度、つまづき等も汲みとれず、授業改善にもつながらない

のではないでしょうか。教材として購入させているのであれば授業の中で利用するべきだし、家

庭学習のために利用させるだけであれば、一斉に購入させる必要はないと思います。

①ご指摘ありがとうございます。教育委員会に問い合わせてみ
ましたが、運行時間の変更は難しいという回答でした。バスの
運行上登校時間に遅れた場合につきましては、「遅刻」と致し
ません。全教職員に周知しています。部活動のない日につきま
しては事前にお知らせしていますので、デマンド方式でご予約
ください。時間が合わないときは、担任や部活の顧問にご相談
ください。

②本人の意欲と努力が見られ、私たちもとても嬉しいです。今
後、何かございましたら、担任にご相談ください。

③本校では、英語科と数学科の授業でＴＴ指導を活用し、習熟
度別の授業を行っています。また、他の教科においても学習内
容によっては習熟度別に分かれて授業が行われています。今後
も生徒に必要な資質・能力を身に付けるために、多様な指導を
していきます。

④本校では毎年、テスト前などに放課後に学校に残って学習す
る生徒に支援を行っています。今年度も行う予定です。お子さ
んのニーズにぴったり合うかわかりませんが、ご活用くださ
い。尚、今年度もコロナ禍の状況のため、大学生を招いて学習
支援を行う事業は致しません。ご了承ください。

⑤ご指摘ありがとうございます。説明不足のため保護者のみな
さんにはご迷惑をおかけしていることをお詫び致します。昨年
度、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、一人一台端末が整備され

ました。同時に本校では教育支援ソフト「ｅライブラリアドバ

ンス」を活用してドリル学習を進めており、現在は副教材との

併用に試行錯誤している状況です。効果的な併用に向けて取り

組んでいる最中です。

①とにかく、挨拶・返事（人と話す時や人が近くにいた時）を大きな声で返す。自分から進ん

で。

②生徒同士で挨拶をしないので生徒みんなが仲良くなり挨拶がみんなできるようになったらもっ

と良い学校になると思いました。

③みんなと協力できる場面を増やしてほしい。上の学年の方たちとの触れ合える場面が部活とか

は少ない気がする。

④レクなどをやって仲を深める。

⑤思いやりが必要。

⑥和中３年に蔓延していると思うもの

・陰口

・ワーク等の答え丸写し

・不要物

・掃除のサボり　　　　　　その他もろもろ...

これらが直らないと良い学校になんかならないと思います。一回持ち物検査とかしてみたらどう

ですか？プライバシーが･･･。とか言ってると、良い学校なんか生まれません。今の世の中意味わ

からんところ厳しいからな〜。掃除も先生が見回ればいいんですよ。担当の先生が休みのときと

か、やってないとこいっぱいありますよ。ワークは家でやるから難しいけど...

①②その通りですね。気持ちのいいあいさつができるようにす

るためにはどんなことを意識すればいいのでしょう？元気なあ

いさつは気持ちがいいですよね？そして、気持ちのいい空間を

つくります。みんなが元気なあいさつを意識すると和寒中は気

持ちのよい学校になりますね。

③④その通りですね。今年度は、仲を深めるような活動がなか

なかできなかったと思います。コロナ禍の中で、互いに「仲を

深める」気持ちをもって、積極的に活動してほしいですね。

⑤まったくその通りですね。そのためにはまず、まわりには人

権をもった人がいることを理解しなければなりません。そし

て、近くにいる人もそうでない人に対しても尊敬する心と感謝

する心をもたなければなりません。人はひとりでは生きていけ

ないのですから。そう考えることができれば、思いやりの心は

育つのことでしょう。

⑥確かにこれらが蔓延していたら気分よくはないですよね。そ

うならないようにしていれば・・・というより、もし、そう

なっているのであれば、どうやってひとつずつ無くしていくか

です。そのままで「いい中学校生活だった」と胸を張って卒業

できませんよね。先生方が見回ったり、検査をしたりしないと

無くならないっていうのも・・・よい学校を卒業していくため

に、一度みんなで話し合ってみることも大切だと思います。

今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策で、学校行事やＰＴＡ活動が縮小され
ている。行事やＰＴＡ活動以外でも、つながりを
感じられる環境づくりが課題。

生徒の皆さんからのこんな意見♪ 回　答

今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策で、認め合う、励まし合う、協力し合う

場が縮小されているのが結果に現れていま
す。ボランティアに対する意識を育む取組が必
要である。

「礼儀」と「あいさつ」について、生徒の自己評
価は高いが、保護者や教職員とは差がある。

客観的に見ても評価は低く、「礼儀」や「あいさ
つ」に対する共通意識を図ることが課題。

昨年度はポイントが上がったが、今年度はま
た下がっている。コロナ禍でキャリア教育が満
足に行われなかったことだけでなく、行事など
で目標に向かい計画的な取組を行うことがで

きない状況であった。

保護者の皆様からのご意見 回　答

９月の行事予定

学校通信は、次のアドレスでご覧になれます。

和寒中学校HP http://academic4.plala.or.jp/whatsome/

日 曜 行　　事　　予　　定 ＰＴＡ・校外行事・職員動静等

1 水 １日防災学校 旭川大学高等学校説明会（田中） 16:00～

2 木 旭川藤星高等学校説明会（小林） 16:00～

3 金 勤労体験学習 旗波運動（中間）16:00～（ひだまり前）

4 土 旭川実業オープンスクール3名参加

5 日

6 月 勤労体験学習（予備日）

7 火 旭川実業学校説明会（大内） 16:00～ （オンライン）

8 水 特設道徳授業（Ａｉｒ Do）→中止

9 木

10 金

11 土 学校祭 幌加内高校一日体験

12 日

13 月 振替休業

14 火 専門委員会 名寄高校オープンスクール

15 水 学力テスト（３年） ＰＴＡ交通安全街頭指導 7:45～

16 木
朝会　３年卒業アルバム写真撮影
職員会議

ＰＴＡ交通安全街頭指導 7:45～

17 金

18 土
名寄地区理事長杯中学校バスケットボール大会（名
寄市）

19 日
名寄地区理事長杯中学校バスケットボール大会（名
寄市）
北海道中学・高校ローラースキー記録会（札幌市）

20 月 敬老の日

21 火 和寒町交通安全の集い 16:00～ （ひだまり前）

22 水
研修日
学校教育指導訪問

23 木 秋分の日 南宗谷線中学校新人野球大会（剣淵町）

24 金 生徒会役員選挙
北海道中学校長会研究大会（中間）13:00～16:10
（ＺＯＯＭ）

25 土
白樺オープンスクール１名参加
旭川西ＷＥＢオープンスクール２名参加

26 日

27 月 スクールカウンセラー来校

28 火
上川教育研修センター講座（本間） 10:00～16:00
（上川研修センター）

29 水 上教研北部地区研究大会兼町教研研究大会 旭川商業学校説明会４名参加

30 木 学校安全点検日 旭川商業学校説明会

・　教育目標　　『新世紀を拓く　心豊かでたくましく生きる人』
・　月別目標　　「互いに、思いやりの心を持って行動しよう。」

http://academic4.plala.or.jp/whatsome/

