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文責：和寒中学校

第２学期始業式・着任式 ８月１６日（火）
始業式では、福本穂月さん(１年)、

、梅本仁さん(３年)

が各学年を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。

また、新しいＡＬＴのピラン先生の

着任式も行いました。

どうぞよろしくお願いいたします。

夏季休業中の活動について

＜中体連全道大会の結果＞

○柔道大会（稚内市）

男子９０kg級

梅本 仁 さん 優勝

※全国大会（福島県）では

惜しくも２回戦敗退

○陸上大会（北見市）

男子１００Ｍ １２秒２９

３年 諸岡 洸佑 さん

自己ベスト更新しましたが

惜しくも予選敗退でした。

○バレーボール大会（伊達市）

決勝トーナメント進出

ベスト８

１年 市村 珠来さん

１年 中井 葉月さん

○音楽部は８月３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

出場しました。コンクールの演奏は９月４日(日)９時～１１時３０分からＮＨＫ

-ＦＭ（ラジオ）で放送予定です。ホームページでも閲覧可能になります。

１学期 学校評価の結果について

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　学習のきまりの徹底を図り、学びに向かう力を身につけさせます

68.6 76.6 73.1

つながりを大

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
69.2 70.2 62.8

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

72.2 74.9 68.0

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 71.3 78.1 74.4

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
68.7 73.9 68.0

合計点（５００点満点） 350.0 373.7 346.3

和寒中学校１学期の教育活動の評価
※ご協力ありがとうございました

　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

【昨年度：保護者51.9、生徒50.8、
教職員59.5】昨年度よりも10～20ポイ
ント上昇。今後はＩＣＴを効果的に活用
して主体的・対話的で深く学び、学力
を着実に身に付けさせます。

①社会で小学校でやったものをもう一度同じことをするのは、どういう目的で行っているのか。

②地域の歴史や文化に興味を持てるような学習を増やしてほしい。

③町内のゴミひろいの活動を再開してほしい。

④英語の難易度が一気に上がる気がする。

⑤もっと勉強会をしてほしいです。忙しくなければ・・・大会がなければ・・・

⑥自分のなりたい夢が分からない。

⑦默食がしんどいです。

①まったく同じ勉強ということではありませんが、社会だけで
なく、数学や理科など同じ分野や単元の学習はしていきます。
ただし、目標や身に付ける力が違いますので、安心してくださ
い。

②積極的な意見でありがたいです。教科だけでなく、総合的な
学習の時間や道徳など様々な授業で学習していきます。

③ボランティア活動について実施検討をしていきます。

④英語だけでなく、他の教科についても中学校で身に付ける力
はレベルが上がっています。がんばりましょう。

⑤積極的な意見でうれしいです。設定できるよう検討していき
ます。

⑥そういう時期は、もちろんあります。いろいろ調べていくと
夢や目標がもちやすくなります。学校でも授業を設定していま
す。

⑦感染症対策として、皆さんの健康と安全のためですので、も
うしばらくがんばりましょう。

【昨年度：保護者61.4、生徒64.7、
教職員48.8】昨年度より8～14ポイント
上昇。今後も小学校や地域と連携し
てともに生徒を育てていきます。

生徒の皆さんからのこんな意見♪ 回　答

【昨年度：保護者63.3、生徒59.0、
教職員57.2】昨年度よりも10～19ポイ
ント上昇。相手の立場や状況を想像
できるよう思いやりの心や貢献する
心を育てていきます。

【昨年度：保護者64.9、生徒85.4、
教職員53.6】昨年度よりも保護者と教
職員6～21ポイント上昇、生徒で7ポイ
ント下降ですが、しっかりとした挨拶、
主体的な活動が多くみられています。

【昨年度：保護者57.3、生徒62.2、
教職員59.5】昨年度よりも11～15ポイ
ント上昇。他の項目と比較して少し低
い。目標設定や達成に向けて努力す
る姿勢を育てます。

保護者の皆様からのご意見 回　答
○記載範囲の関係で肯定的な意見をたくさんいただきましたが、肯定的な意見については割愛さ
せていただきます。
①部活の練習日を増やしてほしい。
②近隣の学校との練習試合等が全くないのはレベルアップにつながらないと思う。ラケットやユ
ニフォームを何のために揃えたのか…子どもたち自身のモチベーションを上げるためにも積極的
な部活動の充実をお願いしたい。
③個人懇談を全員に設定してほしい。（学校で15分程度でもよいので）
④コロナ禍で先の見えないことが多すぎるためか、行動の制限がある中での動きは見られない。
⑤子どもの学習意欲はあまり高いとは思えないので、授業を受ける姿勢と意欲の大事さを伝えて
欲しい。
⑥決まりの中だけでは力はつかないので、学びに向かう気持ちをもたせてほしい
⑦地域のつながりが全くない。コロナ禍でもできる活動を検討してほしい。
⑧小学校、中学校との連携は少しずつつながってきてると思うが、もう少し学校行事や地域行事
の共通認識を持って欲しい。
⑨上記にも書いたが、地域とのつながりが何もない。ボランティア活動を沢山したら良いと思
う。
⑩子どもからの大きなあいさつを望む。
⑪部活動も変わる時にきている。子どもたちが自由に練習できるように開放期間をつくっては？
⑫子どもにとって難しいことは何でしょうか？いまいちはっきりわからないが将来に向けて、今
自分が何をすべきかあまり身近に考えていないと思う。
⑬生き生きと将来を考えている子どもは少ないように見える。与えられたものをこなすだけでは
なく、自分から動くようにアドバイスを。
⑭勉強・スポーツ将来など生き生きと向上心を持ち、次のこと先のことを考えて動くことが少な
い。多くの行事や活動を体験させることによって、価値観や達成感を増やし、子どもがやってみ
たいと思えることを積み重ねてほしい。コロナ禍だが、今の子どもたちの一瞬一瞬を大事にして
欲しい。
⑮子どもから、授業内容がよくわからないと言う時が、時々聞かれます。
⑯夏休み期間などに復習する機会があると良いと思います。
⑰だいたい全項目にいえるのですが、出来る子は出来るのですが、出来ない子のバックアップ出
来る子をもっと伸ばす。こんなに人数が少ないので、もう少し手厚いサポートや声かけがあって
もいいと思う。

①部員・部長・顧問で部活の目標や練習について再確認しま
す。
②①同様です。
③懇談の設定について検討します。
④各種通信やホームページへのアップ等、情報発信に努めま
す。
⑤主体的に学習に取り組めるよう授業改善に努めます。
⑥まさに学びに向かう姿勢や主体的な学習は、学習効果を上げ
ていきますので、教員の研修をしていきます。
⑦今年度は、カヌー体験や勤労体験学習等に取り組むことがで
きるようになっています。情報発信もしていきます。
⑧今後は、より小中連携した教育活動をしていくことが必要に
なります。
⑨コロナ禍でできなくなった活動もあると思いますので、検討
していきます。
⑩挨拶は、よくできるようになってきているという声を聞きま
す。それでも元気な大きな挨拶という点では、まだできると思
います。
⑪学校の教育活動のうちは、健康・安全のため、必ず教職員が
付いて活動することになります。
⑫将来を見通し、今の自分を見つめられるようキャリア教育の
充実に努めます。
⑬進んで主体的に動けるよう自信をもたせる指導をしていきま
す。
⑭まさに仰るとおりです。経験や体験活動を継続して教育活動
に取り入れていきます。ご協力お願いいたします。
⑮誰もがわかる授業をめざしていきます。
⑯感染状況にもよりますが、冬季休業中の実施を検討していま
す。
⑰もちろんです。誰１人として取り残すことなく、学校全体で
サポートしていきます。



２年宿泊研修（８月１７日～１８日）
８月１７日（水）～１８日（木）の１泊２日で２年生の宿泊研修を行いました。

天候にも恵まれ、生徒たちは全員元気に充実した研修をすることができました。

１日目は、午前に旭山動物園でバックヤードを見学、飼育員さんから説明をいた

だきました。午後は深川の「アグリ工房まあぶ」でソーセージ作りを体験しました。

夜は、宿泊施設ネイパル深川でスポーツクライミング、２日目の午前に旭川の北斗

保健福祉専門学校で施設見学や看護士等の仕事について学び、午後は旭川市科学館

サイパルで研修しました。２日間、生徒たちはすべての研修にとても熱心に取り組

み、様々な体験をすることができました。

部活動基金造成オリジナルＴシャツご購入のお礼
部活動基金造成オリジナルＴシャツをご購入いただき、感謝申し上げます。お陰

様で目標の１００枚に達しました。また、デザインを考えていただいた生徒の皆さ

ん、ご協力ありがとうございました。その中で、採用された方には、学校祭の閉会

式でＰＴＡ会長 林 様より表彰されます。

【表彰】２年生の東さん、宮武さん、和久さんの３名です。

収支につきましては、次のようになりました。

○収入

・購入費 2,000 円× 100 枚＝ 200,000 円
○支出

・業者支払 91,938 円＋振込手数料 660 円＝ 92,598 円
・図書カード 500 円× 3 人＝ 1,500 円
※合計 92,598 円＋ 1,500 円＝ 94,098 円

○決算

・収支 200,000 円－ 94,098 円＝ 105,902 円

105,902 円は、部活動基金に繰り入れます。３日（水）

９月の行事予定

・　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。」

日 曜 行　　事　　予　　定 ＰＴＡ・校外行事・職員動静等

1 木 １日防災学校
上教研北部ブロック班長・会場校会義
交通安全運動（ひだまり前16:00～旗波運動）

2 金 勤労体験学習

3 土

4 日 全国玉入れ選手権

5 月 勤労体験学習（予備日）

6 火

7 水

8 木

9 金 学校祭前日日課

10 土 学校祭

11 日

12 月 振替休業

13 火
後片付け
職員会議⑩

14 水 学力テスト（３年）総合Ａ

15 木
・ＰＴＡ交通安全街頭指導 7:45～
・学校運営協議会（中学校部会）18:30～

16 金 専門委員会
第５５回北海道公立学校教頭会研究大会小樽大会
（オンライン開催）

17 土
・片平杯少年少女交流卓球大会（和寒総合体育館）
・名寄地区理事長杯①（名寄中学校）
・まるちゃん杯柔道大会①（東京）

18 日
・和寒東山スキー場ヒルクライムレース
・名寄地区理事長杯②（名寄中学校）
・まるちゃん杯柔道大会①（東京）

19 月 敬老の日 まるちゃん杯柔道大会③（東京）

20 火 朝会⑤

21 水 研修日④
・和寒町交通安全の集い（ひだまり16:00～校長）
・教育課程改善協議会（ＺＯＯＭ13:00～赤坂）

22 木 生徒会役員選挙

23 金 秋分の日 第５０回南宗谷線中学校野球大会

24 土

25 日

26 月 スクールカウンセラー

27 火

28 水 認証式、専門員会

29 木

30 金
英語検定（１次）①
学校安全点検日

令和4年９月学校行事予定


