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校長萩野雅彦

早いもので、 6月から 7月に入ろうとして

います。夏休みまで 1ヶ月となりました.今

年の 6月は気温がよがらず肌寒い日が続きま

した.世の中ではクールピズの時期を迎えて

いますが、本校ではなかなか完全夏服着用へ

移行できず、生徒たちが気温に合わせて夏服
.冬服を併用してします.

6月は、生徒たちが自立していくために、

周学年の生徒から学んだり、専門的な方々か

ら学ぶ機会が多くありました。

19日に今金町町民センターを会場に、少

年の主張槍山大会が開催されました。槍山管

内ア可から、本校の代表3名を含む 16名の
生徒が出場し、約2時間にわたってそれぞJれ

の考えを発表しました. 16名の発表は自分

たちの体験をもとにし、家族のこと、学校生

活のこと、将来のこと、人間関係、のことなど、

日常生活の中の題材を取りよげ、自分の考え

や足いをf云えていて、どれも聞き尺えのある

内容でした。

今金町開催の今年は、本校の生徒全員がそ
の発表を聞く機会をいただきました.長時間

にわたる発表でしたが、生徒たちはしっかり

と聞いていました.11也の人の考えを聞くこと

で、共建したり、違いを感じたり、新たなこ

とに気づいたりすることは、自分の生活を見

直す、また、生き方を考える道しるべとなり
.ます。きっと本校の生徒にとっても貴重な時

間になったと足っています。

22日に槍山大高校の校長先生、キャリア

ガイタ“ンス部の先生、本校を卒業した現役の

生徒さんにご来校いただき、 3年生を対象に

進路学習舎を開催しました。

3年生はこの後、中学校を卒業した後の進

路を決めていく大事な時期を迎えることにな

ります。これまではエスカレータ一式に今金

中学校へ進学しましたが、これから先の進路

は自分で決めていかなければなりません.

学校で行われる進路の学習を、以前は「進

路指導」と言っていましたが、現在は「キャ

リア数芳」という言葉を使います。どこが遣

うかというと、中学校卒業後の進路を決める

ことだけが進路の学習ではないという考え方

です.
「キャリア数斉」では、生徒たち一人一人

が、自分のカで自分の生き方を選択していく

ために火要な能カや態度を身につけることが

重要と考えます.その意味で、「キャリア数

芳」は生き方数斉と言えます。
生徒たちには、ただ単に高校を選択するだ

けでなく、その先の見通しも考えてほしいと

足っています.そうすることで、「高校に進

学したら何を頑張りたいか.何を学ぴたい

か.jが見えてくるはずです.

進路学習会で話してくれたjヒ高の現役の生

徒さんの言葉が印象に残っています.

『今の目標は中学校時代に考えていたものと

違います.高校に入ってから、考えが変わり

ました.今はその目標に向かつて、学校生活

を頑張っています.大変だけど楽しいです.~
将来の夢や目標を変えることも、生き方を

選択する一つです.子どもたちは悩み、迷い

ながら、自分らしい生き方を見つけていきま

す.ご家庭や地域の皆様には、子どもたちの

悩みや迷いを共有しながら、ご支援、ご助言

をお願いできれば'と思っています.



教育委員の方々と懇談「・M土動古露呈.ot申幅
νじU訊問玄関宮C大仰

2 5日、教育委員と生徒会執行部の懇談会

「こども教育委員会」が開かれました。

学級から生徒総会へ提出された要望を直接

教育委員の方々に伝える機会をいただいた生

徒たちは、少し緊張気味でした。しかし、事 .

前に準備した資料を元に、しっかり説明する

ことができました。内容は下記の通りです。

1 自転車置き場のライトの設置
→自転車置き場付近に外灯が無いた

め極度に日音く、キケンである。

2 教室への網戸設置
→教室に網戸が無いため、夏から秋

にかけて、ハチやアブ、 トンボが

教室に入札授業に支障がある。

後半には、「いじめJをテーマに、教育委

員の方々と意見交換をしました。

教育委員の方々から、「自分の意見を、し

っかり伝えることができる生徒たちで、すば
らしいですね(*八八*)Jとお褒めの言葉をい

ただ、きました。要望については「実現できる

よう、具体的に検討していきます」との回答

をいただきました。

槍山管内少年の主張大舎

大谷脚さんが全道へ!
1 9日、今金町民センターを会場に、管内

少年の主張大会が開かれ、本校を代表して、

村上篤矢くん、庚田朔吾くん、大谷陽和さん

が出場し、大谷さんが最優秀賞を受賞、全道

大会への出場権を獲得しました。

3人とも立派に「主張」を展開しました。大

谷さんは「ヒーローの可能性」と題し、「人を

思いやって生きていけば、誰でもヒーローに

なれる」と訴えました。

全道大会は 9月に札幌市で開催されます。

檎山代表として、健闘を期待します(^八)v。

檎山中体連陸上大会

C全道出場権き獲得
6目、江差町運動公園にて槍山中体連陸上

大会が行われ、男子 1500mでら大口楓斗く

ん、そして男子のリレーが全道大会出場権を

獲得し、多数の入賞者が出ました。
今回のメンバーは、全員が運動部に所属し

ているため、これから「本職Jでの全道大会出

場を目指すことになります。球技・武道大会

へのいいステップになりました。
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厚沢部

上ノ国

北槍山

大

会野球→9チームによるトーナメシト
.舎場.工芸町民球場

7/10 ， 7/8 

13:30 

'¥G)宮古を大切にする心

性教育講話会を開催
5日、湯の川|女性クリニック院長 小葉松

洋子先生を講師にお迎えし、性教育講話会を

実施しました。デリケートな部分の指導にな

りますが、思春期を迎えている中学生には必

要不可欠な指導でもあります。

専門的な見地から、性とは何か、そして男

女交際や心配される問題などを、わかりやす

く説明していただきました。大変有意義な講

話会でした。 差

金

江差北

棚瀬

会パレーポール

→8チームを2つのυーグにわけで

予選を待ったあと、よ包6絞によ

る決勝トーナメシト

-舎場:厚沢部町総合体賓館

・時間:対厚沢部 7日第2試合(10:50'") 
対責・奥 7日第4試合(14:20'") 
対江差北 8目第u式合( 9:00"') 
決勝トーナメシト 8目12:20'"

a富山l/Jf.tiAl;.宮g・iifiej;ぐg Mat81フσ決E

燃初!今中健児
。糊大会(7/7rv10) 
女パドミントシ

女子団体→ 5チームによるυーグ
.舎場.今金町総合徐茸館

・時間対ゴヒ槍山 7日10:45'"
対館 7日11:45'"
対鶏 7目12:45'"
対瀬棚 7815:45'" 0予選Aブロック

¥¥  江差1t 青菌・里民 厚問 今盆

江差北 ¥¥  

青苗奥尻 ¥¥  

厚沢部 ¥ ¥  

今盆 ¥¥  

¥¥  鳩山 鶏 今盆 鎗 瀬棚
北檎山 ¥¥  

事号 ¥¥  

今盆 ¥¥  

館 「¥
瀬棚 ¥ ¥  

0予選Bブロック(上/因、 iI差、 L部、鳩山。顧問)



0決勝トーナメント

Alイ立
B2イ立

A 3{立
B3位

A2位

B 1位

女tナシ力一→4チームによるトーナメシト

.舎場:ゴヒ槽山中学校グラシド
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乙部

上ノ国

女)'¥スケνトポーJレ
-舎場.乙部町民体斉箆

。男子→予選のあと、決勝トーナメシト

・時間:対よJ国大成 7日第 2試合(10:50'") 
準決勝 8目第 3試合(11:40'") 

8日第4試合(13・00"')
決勝 B目第6試合(15・40'") 

O予選Aグ、ループ(今盆、上ノ国・大成)

O予選Bグ、ループ(乙部、江差)

O決勝トーナメント r-A11立
「寸③

B 2{立

A2t立

B 1 イ立

。女子→予選のあと決勝トーナメシト

・時間:対北槽山 7日第1試合(9・00"')
準決勝 .8自第1試合(9・00"')

8目第2試合(10:20"')
決勝 8日第5試合(14:20'") 

O予選Aグ、ループ(今盆、北檎山)

O予選Bグ、ループ(江差、 上/国・城、乙部)

O決勝トーナメント r-A11宜

f2・‘、 「ーイ①
B2イ立
A2位

BH立

-時間:未定 、、ふ
~剣道(団体)→厚沢部、ゴヒ槽山との 1) ーグ戦
.舎場:乙野中学校体茸館

・時間 :未定

→今年もまたこの季節がやってきました.生

徒たちは、この日のために様々な壁にぶつか

りながらもそれを乗り越えてきました.平日

の開催ではありますが、可能な限り会場に足

を運んでくださり、声援を送ってあげてほし

いと足います.よろしくお願いします。

えA(7 A)の技
日 曜日 行事予定

1 7k 参観日

2 木 学校経営指導訪問

3 金 PTA懇親会 (2， 3年)

5 日 町民運動会

6 月 歯科検診

7 火 檎山中体連球技大会①

8 7k 槍山中体連球技大会②

9 木 PTA広報部会

1 0 金 檎山中体連野球大会

1 3 月 檎山中体連武道大会

1 5 7k 修学旅行①

1 6 木 修学旅行②

1 7 金
修学旅行③

遠足(1年)

1 8 土 修学旅行④

1 9 日 開校記念日

20 月 海の日

2 1 火 振替休業日 (3年生)

22 水 定例職員会議

24 金
休業前集会

全道大会・吹奏楽部壮行会

2 5 土
夏季休業 (~8/1 8) 
吹奏楽コンクール(函館)


