
     

清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年 ４月 ７日 

                              第  １  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                            清里町全戸配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

  

 ４月６日、晴天にも恵まれ清里中学校第５０回の入学式が行われました。今年度は、３６名の新入生を迎え、

全校生徒１１８名のスタートとなります。始業式に初めて生徒と対面し、礼儀正しさ、はつらつとした受け答え、

元気な歌声を目にし、驚きとともに、清中の素晴らしさに触れることができました。この良き伝統を崩さぬよう、

今年着任した 6 名の先生方を含め、職員一丸となって清中の良さを引き出していきたいと思います。 

 入学式では中学校生活を送る上で、大切にしてほしいことを新入生に３つお話ししました。 

【自分を大切にする】 

 自分自身を大切にするということは、言いかえれば自分自身に厳しくあれということです。遊びたいときに遊

び、やりたいことだけをやっていても成長はありません。誘惑に負けず、勉強や部活動に励み、自分自身を鍛え、

立派な大人になる準備をしてください。１０年後、２０年後の自分を大切にするために、今の自分に厳しくあっ

てほしいと思います。 

【友達を大切にする】 

 中学校時代の 3 年間は「生涯の友」をつくることができる時代です。友達の喜びを自分の喜びとし、友達の悲

しみを自分の悲しみとすることのできる人になってほしいと思います。そのためにも思いやりの心を持ち続け、

友達のために、心や時間を使ってあげられる人になってほしいと思います。 

【授業を大切にする】 

 学校の 1 時間、1 時間の授業をどこまで大切にできるか、限られた授業をいかに集中して受けられるかが重要

です。コツコツと根気強く続けることこそ、成功への近道であることを忘れないでください。 

 一日も早く、学校生活に慣れ、清中生の１員となることを期待しています。 

 また、今年度から清里町ではコミュニティースクールが導入されます。より地域と密接な教育活動を実現させ

ていきたいと思いますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1 年生最初の学活風景↑ 

                                     ←1 年生集合写真 



～平成２９年度職員構成です～              

番号 職名 氏   名 年数 校務分掌 学年所属等 担当教科 部活動 

１ 校長 仲野 寿浩 1     

２ 教頭 辻  正樹 3 総務、PTA    

３ 教諭 田元 千裕 3 体育、部活動、中体連 3A 担 体育、技術 野球 

４ 教諭 嶋田 晃治 2 特別支援コーディネーター 3C 担 特別支援 男バスケ 

５ 教諭 佐藤 紀子 2 生徒会 2A 副 社会 野球 

６ 教諭 今泉 竜平 2 教務、ＣＳ 1A 副 理科 陸上 

７ 教諭 田中 寛子 4 時間割 3B 担 数学 美術 

８ 教諭 尾崎 千恵 1 教育事務、文化、図書 1C 担 家庭・特別支援 男バスケ 

９ 教諭 佐々木一弥 1 特活、総合、視聴覚 3 副 英語 女バレー 

１０ 教諭 三島 聖也 2 生徒指導 2A 担 英語 女バレー 

１１ 教諭 菅野みな美 1 進路指導 3 副 国語 陸上 

１２ 教諭 水口 沙耶 2 研修、道徳 1A 担 数学 吹奏楽 

１３ 教諭 真田 侑季 2 生徒会 2C 副 音楽・特別支援 吹奏楽 

１４ 養護教諭 斉藤 郁香 1 保健、給食、整美    

１５ 事務 奈須野由佳 2 事務、庶務、経理、施設    

１６ 時間講師 塩川 裕子 2   美術  

１７ ＡＬＴ ジェフ マクフィーリー 3     

１８ 公務補 桑島  忠 2     

１９ 支援員 高橋 律子 3     

２０ 支援員 田中由香理 1     

２１ 養護教諭 枝広  瞳 5    育休 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７日（金）清中を知る会 

１０日（月）二計測・聴力検査（３年） 

１３日（木）学力テスト（全学年）二計測（２年） 

１４日（金）歯科検診（全学年） 

１６日（日）参観日・ＰＴＡ総会 

１７日（月）振替休業日（参観日分） 

１８日（火）全国学力学習状況調査（３年） 

      二計測・聴力検査（１年） 

１９日（水）職員会議・研修日 

２０日（木）部活動結成式 

      ＰＴＡ合同委員会 

２１日（金）家庭訪問開始 ～5/2 日まで 

２２日（土）バレースプリングリーグ（湧別） 

２４日（月）内科検診（男子） 

２５日（火）尿検査（１次） 

２８日（金）生徒総会 内科検診（女子） 

２９日（土）昭和の日 

 

清里中学校では、指導方法工夫改善定数

加配により教員が１名多く配置されて

います。これにより数学科については昨

年度と同様に習熟度別でのクラス分け

編成で、英語科につきましは TT の体制

で授業を進めていきます。詳細につきま

しては、数学科・英語科の授業の中で年

間の計画やクラス編成等について、教科

担任より子どもたちに説明していきま

す。 
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清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年 ４月２５日 

                              第  ２  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                            清里中学校保護者配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

 

 

 

 

  今年度、6 名の先生方が清里中学校に着任しました。早く、学校・地域に慣れ、清里の一員として頑張って 

 いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。６名の先生方を紹介します。 

 

  仲 野 寿 浩 校長 北見錦水小学校より 

  清里中学校に着任し、約一月が経ちました。この間、清中の子どもたちの良さを沢山発見 

することができました。斜里岳のようにたくましく、ウナベツ岳のように優しい子どもたち 

を育てていきたいと思います。元々は体育教師をしていましたので、スポーツは大好きです。 

（音楽も好きです）これから部活動等で頑張る子どもたちを応援していきたいと思います。 

とうぞよろしくお願いいたします。 

   

  尾 崎 千 恵 先生 １年特別支援学級担任 家庭科 バスケットボール部 北見小泉中学校より 

この春、北見市立小泉中学校より清里中学校に赴任しました。佐呂間町出身、大学時代は 

沖縄にて過ごし、その後アラスカにて日本語教師をしていたことがあります。専科は理科で 

す。特技は柔道とサーフィン。元気が取り柄なので中学生のエネルギーに負けないくらい、 

子ども達と時・場・想いを共有しながら現場で活動したいと思います。よろしくお願いいた 

します。 

 

  佐々木 一 弥 先生 ３年副担任 1.3 年英語 ２年英語ＴＴ バレー部 置戸中学校より 

出身が斜里町のため、同じく斜里岳を望む清里町に来られたことをとても嬉しく感じます。 

清里中学校に赴任して、早一ヶ月。主に英語の授業やバレー部での関わりが多いのですが、 

子ども達の明るさと優しさ、そして学習への高い意欲に日々驚かされています。中学生とい 

う、心も身体も大きく成長する大切な時期の子供たちと関わることへの喜びと責任を忘れず 

に、私自身も共に成長できるよう、努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 菅 野 みな美 先生 ３年副担任 国語 陸上部 北見北中学校より 

こんにちは。今年度、異動して参りました菅野みな美と申します。北見出身ですので清里 

 町には何度か遊びに来たことがあります。勤めるのは初めてですので清里中の右も左も、陸 

 上部の右も左も、清里町の右も左もわからずにおりますが、そのような時には手を引っ張っ 

 て連れていっていただけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。 



  斉 藤 郁 香 先生 養護教諭 中標津武佐小学校 

初めまして。養護教諭の斉藤郁香（あやか）と申します。私の実家は清里町からも近く、 

 出身小学校が今は閉校し「ほがじゃ」の工場になっている「北陽小学校」です。小学校まで 

 実家に住んでいましたが、清里町にはあまり来たことがなかったので新鮮に感じます。また、 

今まで根室管内で勤務し、オホーツク管内は初めてなのでわからない事も多いですが、新た 

な気持ちでがんばっていこうと思います。よろしくお願いいたします。 

 

  田 中 由香理 先生 支援員 

支援員の田中由香理です。生徒はもちろんの事、保護者の方々とも馴染みの方が多く、安 

 心して過ごさせて頂いております。春から夫婦二人の生活となり、何か物足りなさを感じて 

 いるのですが、生徒達の活気あふれる声や、活動が私の毎日のエネルギーとなっている事が 

 とてもうれしく思っています。そっと見守り、さりげない支援ができるよう心がけていきた 

いと思っています。どうぞ宜しくお願い致 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎朝、生徒会本部の皆さんが、挨拶運動を行っ

ています。朝から元気な声で挨拶を交わすことに

より、元気をもらえます。これこそが清中の原動

力になっているように思 

えます。これからも清中 

の伝統として、引き継い 

でいってもらいたいと思 

います。 

 

４月７日、全校生徒で「決まり集会」を行いま

した。生徒指導の先生が中心となり、学校生活に

関する生活の決まりを全校生徒で確認しました。

１年生は多くの内容があり、 

なかなか定着するには時間 

がかかりそうですが、先輩 

の姿を見て、学んでほしい 

と思います。 

4 月７日、「清中を知る会」を行いました。生徒

会本部の人たちが中心となって、１年生に早く学

校のことを知ってもらうための企画でした。学年

発表ではクラス紹介や学校行事の紹介がありまし

た。また、学校に関する○×クイズ、部活動の紹

介などがあり、１年生は部活を決めるのにも参考

になったようです。準備の時間がない中、２．３

生の対応力に感心しました。 

 １日（月）家庭訪問 

      知能検査（１年） ＡＡＩ検査（２年） 

２日（火）家庭訪問 

３日（水）憲法記念日 

４日（木）みどりの日 

     野球 北見交歓大会～６日 

５日（金）こどもの日 

８日（月）職員会議 研修日 

     標準学力検査（２年） 

９日（火）町教振研修会 

１３日（土）バレー 春季大会 陸上 

１４日（日）バスケ 田中杯  陸上 

１６日（火）運動会特別日課～26 日 

２０日（土）野球 網走支部選手権  

２１日（日）バレー 田中杯 

２７日（土）運動会 

２９日（月）振替休日（運動会分） 

３０日（火）テスト前部活動中止 

      テスト前スペシャル（～6/1） 

 



 中学校では毎朝１０分間の朝読書に取り組んでいます。朝から読書することによって、落ち着い

た雰囲気の中で１日を迎え、授業への集中力も湧いてきます。全国学力調査の質問紙において、「読

書は好きか」の問いに７割以上の生徒が好きと答えました。これは全国平均よりも高い数

字です。ただ、学校の図書室、町の図書館の利用は少ない状況にあります。本は好きだが、

なかなか読む時間がない。他に優先順位の高いものがあるということでしょうか。まずは

朝読書の１０分から始まり、家庭でも読書の習慣が身につくと良いと思います。 

 読書を通じて得られるものはたくさんあります。改めて読書の効果を調べてみると、 

 

１ 読み書き能力が高まる。（学力向上につながる） 

  ～たくさんの言葉にふれることで、語いが豊かになります～ 

２ 脳が活性化し、想像力が培われる。 

  ～テレビやゲームでは脳は活性化しないそうです～ 

３ 人とのコミュニケーション力が上がる。 

  ～人の気持ちがわかったり、自分の気持ちをうまく伝えられるようになる～ 

 

 他にもまだまだあるようです。「読書は心の栄養」とも言いますが、一冊の本との出会い

が、その後の生き方に大きな影響を与えることもあります。また、自分の興味のある本、

読みたい本を読むことが一番良いそうです。文字がぎっちり並んだ難しい本でなくても、

字の大きい、薄い本でも大いに効果があります。まずは自分に合った本から始めてみませ

んか。 

  

来週からは運動会の特別日課が始まりま 

す。１年生にとっては中学校初めての運動 

会で疲れもたまると思います。十分な睡眠 

と栄養を心がけてください。 

 

  

 

                     【１年生 朝読書の１コマより】 

 

清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年 ５月１２日 

                              第  ３  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                            清里町全戸配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 
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 インフルエンザによる学年閉鎖の影響で、当初４月２８日に予定して 

いた生徒総会が、５月２日に延期され行われました。生徒会本部、各運 

営委員会から前期の活動計画が提案され、各学級で審議し全て承認され 

ました。 

 全校スローガン～「わ」でつながる～は玄関ホールにも掲げられ、一 

人一人が意識できるものとなっています。また、６つの「わ」には深い 

意味が込められ、月ごとの目標にもなっています。 

 

 ４月の「話」…新しい出会い、新しい仲間と話（コミュニケーション）をしよう。 

 ５月の「輪」…運動会等の行事を通じて、横のつながり、縦のつながりを持とう。 

 ６月の「環」…一人一人が校舎を大切にし、良い学校環境をつくろう。 

7.8 月の「和」…いつも学校生活が平和で、皆が笑顔になれる学校をつくろう。 

 ９月の「我」…一人一人の個性を大切にし、自分を磨こう。 

10 月の「羽」…最大の行事学校祭に向け、みんなで羽ばたこう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      【中学校の桜の木】 

 

 ４月２３日に北海道日本ハムファイターズの野

球教室が行われました。インフルエンザ発症初期の

時期でしたが、元気な生徒が集まりました。当日朝、

外は一面雪景色となり、楽しみにしていた野球教室

も室内へと変更になりました。それでも元プロ野球

選手に指導していただけるということで、生徒たち

は真剣な眼差しで話に聞き入っていました。とても

貴重な体験になったと思います。その後野球部はＧ

Ｗの練習試合でも好結果を残しています。今後の大

会が楽しみです。 

 ４月１６日ＰＴＡ総会が行われ、２９年

度の事業計画、新役員が承認されました。

今年１年よろしくお願いいたします。 

 会 長 松井 雅孝 様（3 年） 

 副会長 千葉 由美 様（２年） 

     田中 英樹 様（１年） 

 監 査 石井 勝之 様（２年） 

     鈴木ちはる 様（１年） 

 事務局長 鈴木  隆信 様（３年） 

 会 計 辻  正樹 教頭 

 

  桜も満開の季節となり、いよいよ今年も運動会の時期を迎えます。今

年は『Ｎｅｖｅｒ ｇｉｖｅ ｕｐ ～勝利の鍵は一致団結～』のスローガ

ンのもと、生徒一人一人が全力を尽くして頑張ります。時節柄ご多用の事

とは存じますが、多くのご来場をお待ちしています。 
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                            学校：２５－２０７４ 

                            清里中学校保護者配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 
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 今年の運動会ポスターです。美術部の生徒が作成した中から、運動会実行委員会で４枚のポスタ

ーが選ばれました。町内でも目にしていると思います。沢山の皆様のご来場をお待ちしています。 

 

   

 

 

 

 

 

 【２年 岩本 紅空】 

 

                【２年 荒  美南】 【３年 木村  澪】 【３年 佐藤 愛華】 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅白それぞれ２チ

ームずつ出場しま

す。制限時間内に

跳んだ最高回数の

合計で競います。

体力と集中力が必

要です。 

よさこいのリーダ

ーが１年生にもわ

かりやすく指導し

ました。全員の動

き、掛け声に注目し

てください。 

紅組船頭 本庄(2 年) 

白組船頭 松井(３年) 

２年生と３年生の

意地をかけた戦い。

さて、勝利の女神は

どちらに微笑むの

でしょうか・・・ 

運動会最後の種

目です。最後に

どんなドラマが

待っているので

しょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日（木）全校朝会 安全点検日 尿検査（２次） 

      テスト前スペシャル 

２日（金）前期中間テスト 

３日（土）漢検 英検 

４日（日）緑町小運動会 

５日（月）職員会議 

８日（木）中体連激励会 

１１日（日）清里小運動会 

      近郊ジュニアバレーボール大会（美幌） 

１２日（月）研修日 

１５日（木）３年生部活動中止 

１６日（金）３年学力テスト 

１７日（土）中体連陸上大会１日目（北見） 

      中体連野球第１ステージ１日目（網走） 

１８日（日）中体連陸上大会２日目（北見） 

      中体連野球第１ステージ２日目（網走） 

      にぎわい祭り 

１９日（月）職員会議 

２４日（月）中体連支部バレー大会１日目（網走） 

      中体連地区バドミントン大会１日目（遠軽） 

２５日（火）中体連支部バレー大会１日目（網走） 

      中体連地区バドミントン大会２日目（遠軽） 

３０日（金）通信陸上大会（網走）～7/1 

 

 

○ 第８回オホーツク陸上競技選手権【5/13～14】（東陵公園陸上競技場） 

 吉江  叶（３年）２位 中学女子ジャベリックスロー ２８ｍ９９ 

 茂木 彰良（３年）３位 中学男子走り幅跳び ５ｍ１０ 

 長廻 湧丞（２年）４位 中学男子ジャベリックスロー ２９ｍ５６ 

 石井丈太郎（２年）６位 中学男子ジャベリックスロー ２４ｍ３１ 

 林  夏実（２年）６位 中学女子砲丸投 ８ｍ４５ 

 佐藤 一希（３年）７位 中学男子砲丸投 ９ｍ０８ 

○ 網走支部春季バレーボール大会【5/13～14】（網走第一中学校）     

 予選 清里・斜里 ２－１ 網走第二  清里・斜里 ２－０ 網走第五 （グループＣ１位通過） 

 決勝トーナメント 清里・斜里 ０－２ 網走第三  【結果３位】 

○ 第３３回田中スポーツ杯バスケットボール大会【5/14  5/21】（清里町トレーニングセンター） 

 5/14  １回戦 清里 65－38 小清水 

  5/21  準決勝 清里 36－64 網走第一  ３．４位戦 清里 53－64 女満別 

○ 第３４回道軟連網走支部管内中学校野球選手権大会【5/20～21】（清里町営野球場） 

 5/20  １回戦 清里 18－０網走第三   ２回戦 清里 ２－０ 女満別 

 5/21  準決勝 清里 ０－２網走第一        【結果３位】 

 ５月１８日～３０日まで、生徒会本部によ

り『緑の募金』が行われています。元々は『緑

の羽根募金』として行われてきましたが、平

成７年に「緑の募金法」が制定され、ボラン

ティアによる森林づくりが国内はもとより、

地球規模で進められてきました。植樹や間伐

などの森林整備のほか、震災で被災した方々

への支援、未来の担い手である子どもたちへ

の森林環境教育、また海外の緑化支援等にも

使われています。 

 多くの善意ありがとうございます。 

 

 

現在下駄箱には、自分のプロフィールを書いた自己紹介カードが張

られています。好きな○○、きらいな○○、私の特技、みんなに言い

たいことなどが書かれています。クラスメート、先輩の意外な一面も

知ることができ、みんな楽しみに見ています。特に１年生は早く自分

のことを知ってもらえる良い機会です。 
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清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年 ６月 ９日 

                              第  ５  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                            清里町全戸配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日延びた運動会。保護者、地域の皆様にもご心配、ご迷惑をおかけしましたが、前日よりも好条件

の中、無事開催することができました。ご来場いただきました皆様に厚く感謝申し上げます。 

 約２週間生徒達は実行委員、種目リーダーを中心に練習を重ねてきました。紅白の縦割りチームで上

級生が下級生を指導し、声を掛け合い、励まし合いながら、とてもよい雰囲気の中練習が進められてい

ました。本番でも自分の力を出し切り、全力で走り、大きな声を出し、心を一つに応援し、見ている人

にも笑顔と感動を与えました。全員が完全燃焼し、そして一人一人が輝けた運動会だったと思います。

温かいご声援ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各家庭や地域における望ましいネット利用に向けた行動や学校、家庭、地域におけるルールづくりの

促進に向け、大人も子どももゲーム(コンピューターゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォ

ンを使ったゲームなど)をしない日を設定し、実践を呼びかけます。北海道教育委員会では、「どさんこ

アウトメディアプロジェクト」の取り組みの１つとして「ノーゲームデー」を呼びかけています。これ

は、第１・第３日曜日の月２回は、電子メディアとの過度な接触時間を見直すなど、子どものネット利

用を含めた望ましい生活習慣の定着を目指した取り組みです。本町の児童生徒におきましても、ＴＶや

パソコン等の接触時間が多い傾向にあり、視力の低下も一部で見られます。改めてご家庭でのルールに

ついて見直しや確認をお願いいたします。 

 町内４校（清里小・光岳小・緑町小・清里中）共通な呼びかけ 

○ 夜はここまで（小学生２０時、中学生２２時まで） 

○ 使っても、遊んでも、１回１時間まで（長時間、連続して使用しない） 

 ６月３日（土）漢検（日本漢字能力検定）、英検（日本英語検定）が行われ多くの生徒が受験しました。 

２０２０年（今の中３の生徒）から、現在の大学入試センター試験に代わり「大学入学共通テスト」が

実施されることになるようです。従来のマークシート方式に加えて記述式の問題が導入されるほか、英

語は試験を行わず、英検、TOEIC などの民間の検定試験を活用する方針です。（ということは今のうち

に英検等の資格を持っていたほうがいいのでは・・・） 

 現在、清里町では国際理解教育に力を入れていて、英語の教師も２名配置され、全学年でＴＴ（チー

ムティーチング）で授業を行っています。また、特色ある学校づくり推進事業交付金を活用し、英検の

検定料の補助を行っています。この機会に多くの生徒が英検受験に挑戦してほしいと思います。 

 ５月２１日（日）生涯学習総合センター駐車場に

て春季消防演習が行われました。その中で中学校と

高校の吹奏楽部の生徒が合同で演奏を行い、町民の

皆さんに披露しました。今回は２．３年生の出番で

したが、今後は１年生も参加する予定です。次の発

表は「にぎわい祭り」「樽祭」での演奏が予定されて

います。是非足をお運びください。 

 ６月２日に前期中間テストが行われました。

運動会終了後すぐと言うことで、切り替えも大

変だったようですが、３日前からは「テスト前

スペシャル」（放課後の学習会）でテスト勉強に

励みました。１年生も中学校最初の定期テスト

に戸惑いもありましたが、真剣にテスト問題に

向き合っていました。結果はどうだったでしょ

うか・・・ 
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清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年 ６月２７日 

                              第  ６  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                            清里中学校保護者配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 目 日  程 会  場 結  果（入賞者） 

 

陸  上 

６月１７日（土） 

 ～１８日（日） 

【地区大会】 

北見市東陵公園陸上競技場 

浮須 羽琉（１年男子 1500m）２位 

茂木 彰良（男子走り幅跳）  ３位 

金子 斗真（１年男子砲丸投） ３位 

佐藤 一希（男子砲丸投）   ５位 

居城 真衣（女子砲丸投）   ６位 

林  拓磨（１年男子 1500m）７位 

吉江  叶（女子砲丸投）   ８位 

６月３０日（金） 

～７月１日（土） 

【通信陸上】 

網走運動公園陸上競技場 

 

 

野  球 

６月１７日（土） 【中体連】小清水球場 清里０－７網走第一 

６月２４日（土） 

 ～２５日（日） 

【全日本軟式野球大会】 

斜里町営球場 

清里８－０東藻琴・小清水・美幌 

２５日雨天のため延期 

バスケットボール ７月 ２日（日） 

 ８～９日（土日） 

北見道立体育館  

バレー ６月２４日（土） 

 ～２５日（日） 

網走市総合体育館 清里・斜里０－２東藻琴 

清里・斜里２－０網走第一 

清里・斜里０－２網走第五 

清里・斜里０－２小清水 

バドミントン ６月２４日（土） 

 ～２５日（日） 

遠軽町総合体育館 団体 

清里１－２湧別湖陵 

 

 ６月１７日、陸上、野球の大会を皮切りに各部の中体連大会が始まりました。３年生にとっては最後の

大会となるため、プレッシャーもあると思いますが、各部ともチーム一丸となって頑張っています。 

野球部はエース二川君をケガで欠く中、全員でフォローし戦いました。中体連では残念ながら敗退しま

したが、全日本軟式野球大会で全道大会目指して１回戦を突破しました。バレー部は斜里中との合同チー

ムを組んでおり、中々そろって練習することもできず苦労もありましたが、少ない合同練習でチームワー

クを深め、本番では好プレーも沢山出ました。残念ながら地区大会出場は叶いませんでした。陸上部は、

多くの種目で入賞者が出ました。全道新人の標準記録を突破し、全道を決めた生徒もいます。通信陸上で

も自己ベストを出し、多くの人が全道大会出場を果たしてほしいと思います。バトミントンは男子団体、

男女シングルス、男子ダブルスに出場しました。普段は外部コーチに指導を受け、力をつけてきています。

１．２年生が多いのでこれからに期待です。バスケットボール部は７月２日が中体連本番です。これまで

の練習の成果を出し切り、１戦１戦悔いのない試合をしてほしいと思います。保護者の皆様の応援もよろ

しくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日（土）通信陸上大会（２日目） 

      樽祭吹奏楽部演奏（12:00～） 

      全日本軟式野球大会 

２日（日）中体連バスケットボール大会①（北見） 

３日（月）全校朝会 安全点検日 職員会議 

４日（火）心臓検診（１年） 

７日（金）アンサンブルグループ奏楽演奏指導（～９日） 

８日（土）中体連バスケットボール大会②（北見） 

９日（日）中体連バスケットボール大会③（北見） 

１０日（月）研修日 

１７日（月）海の日 

１８日（火）参観日 

１９日（水）避難訓練 

２１日（金）斜里岳登山（１年） 

２２日（土）バレージュニアキャンプ（網走）～２３日 

２３日（日）ふれあい広場吹奏楽部演奏 

２４日（月）全校集会 大掃除 中体連激励会 

２５日（火）夏季休業（～８／１６） 

２６日（水）学習サポート～２８日 

２７日（木）全道水泳（札幌）～３０日 

 昨年１２月からスクールカウンセラー

の先生に月に２回程度来ていただき、生徒

の悩み、相談にのっていただいておりま

す。生徒ばかりでなく、保護者の方々の子

育て、悩み相談にも活用できますので、ご

希望の方がおられましたら学校（窓口教

頭）まで気軽に連絡してください。日程を

調整しご連絡します。 

 スクールカウンセラーは私たち教職員

同様、強力なスタッフの１人です。どうぞ

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

【佐野 尚美スクールカウンセラー】 

 

 

 ６月１８日、晴天の中清里町ふれあい広

場において「にぎわい祭り」が行われまし

た。多くの出店も出て大変にぎわっていま

した。中体連真っ只中と言うこともあり、

中学生の姿はまばらでしたが、吹奏楽部が

演奏を披露し、祭りを盛り上げました。１

年生にとってはデビュー戦となり、多少緊

張の様子も見られましたが、立派に最後ま

で演奏し、多くの拍手をいただきました。 

７月１日（土）には「樽祭」があり、そ

こでも演奏することが決まっています。是

非多くの方に見に来ていただきたいと思

います。 

清 中 
ファイト！ 
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清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年 ７月１０日 

                              第  ７  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                            清里町全戸配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以前、講演会の中でこんな話を聞きました。ご存じの方もいるかと思いますが、とても印象深く残っ

ているので、紹介させていただきます。 

 今川義元（戦国時代の武将）が幼少年時代の徳川家康（竹千代）を人質として教育した時のエピソー

ドです。義元は家臣に「竹千代にはむごい教育をしろ」と伝えました。むごい教育とはどんな教育を思

いうかべますか。「幼い子どもにとって厳しすぎる教育」と思う人が多いでしょう。この家臣も「竹千代

には粗末な食事を与え、休みなしに武術や学問をたたきこんでいます」と言うと家臣は義元にひどく叱

られたそうです。人質の竹千代には、 

① 朝から晩まで、贅沢なご馳走を好きなだけ与えてやれ。 

② 寝たいと言ったらいつでもいくらでも寝かせてやれ。 

③ 夏は暑くないように、冬は寒くないようにしてやれ。 

④ 学問が嫌だと言ったらやらせるな。 

⑤ 何ごとも好き勝手にさせたらよい。 

こうすれば、「たいていの人間はだめになる」と言ったそうです。 

 今の時代に全て当てはまるものではないにせよ、親としては考えさせられる言葉でした。 

 物のない時代、知恵をしぼって代わりになるものを見つけたり、作り出すことに喜びを感じていたと

思います。しかし今の時代、物があふれ、耐えることが少しずつ減ってきているのではないでしょうか。

「辛抱」最近あまり聞かない言葉です。今の時代だからこそ「辛抱」も必要なのではないでしょうか。

子どもたちには「むごい教育」はしたくないものです。 

 

 ７月１日（土）全日本少年軟式野球 北海道予選会 網走支部大会が 

行われ、決勝で斜里中学校に延長の末１－０で勝利し、全道大会への 

キップを手にしました。７月４日（火）には櫛引町長様のところを訪れ 

大会の報告と全道大会への意気込みを話しました。町長様からも「１戦 

１戦を大切に戦い、全国大会目指して頑張ってほしい」との激励の言葉 

をいただき、部長、副部長とも引き締まった顔で話を聞いていました。 

最後に、「他の水でお腹をこわさないように」と「清里の水」いただき 

みんな笑顔となりました。全道大会は７月１５．１６．１７日の３日間 

富良野市の会場を中心に行われます。清中野球部の健闘を祈ります。 

 １回戦 １５日（土） １３：００～ 【占冠村運動公園野球場】 

 対戦相手 北空知支部代表 滝川江陵中・新十津川合同チーム 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1499476029/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3Bydy5reW9kb25ld3MuanAvcHJ3ZmlsZS9yZWxlYXNlL00xMDI1NzIvMjAxNzAzMTY5OTUxL19wcndfUEkxaW1fNlkwdzRoSXMucG5n/RS=^ADBfmQWtXdU9wj4ZYoBuQUijtpz4n8-;_ylt=A2Riol693l5Z8jMAKSCU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通信陸上大会】６月３０日～７月１日 網走運動公園陸上競技場 

吉江  叶（３年）３位 女子ジャベリックスロー   

茂木 彰良（３年）５位 男子走幅跳 

佐藤 一希（３年）５位 男子砲丸投 

浮須 羽琉（１年）７位 １年男子 1500m 

林  夏実（２年）７位 女子砲丸投 

居城 真衣（２年）８位 女子砲丸投 

【全日本少年軟式野球北海道予選会網走支部大会】 優 勝 

 ７月１日 斜里町営球場 

 準決勝 清里 ８－０ 網走第三（５回コールド） 

 決 勝 清里 １－０ 斜里（延長８回促進ルール） 

【中体連バスケットボール大会】７月２日 北見道立体育館 

 １回戦 清里 ３４－４７ 湧別 

 

 

 生徒会室前に『Ｋ-mail  Box 』という箱が置かれています。生徒会本部が生徒みんなの声の聞くた

めに設置しているものです。運営委員会への意見、要望、学校生活で気づいたこと、こうしたらもっと

よくなる等の意見を募集しています。「牛乳パックをきれいに開いてほしい」「特別教室で消しゴムのカ

スをそのままにしていかないでほしい」「外の時計を直してほしい」等の意 

見が入っていました。全校生徒が快適に学校生活を送れるように、些細なこ 

とでも意見を出し合い、みんなで意識し、改善していければ良いと思います。 

時計の意見など学校としてやっていくことは、できるだけ速やかに対応して 

いきたいと思います。今後も生徒の声も聞きながらより良い環境を整備して 

行きます。 

 ７月１日（土）晴天の中、樽祭が行われ、オープ

ニングで本校吹奏楽部、清里高校吹奏楽部、清里小

金管バンドによる合同演奏が披露されました。多く

の観客の前で立派な演奏ができました。その後、「小

中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業」の中で高

校生がレシピ開発した「じゃがせん」の販売のお手

伝いも行い、大忙しの吹奏楽部のみなさんでした。

暑い中大変お疲れ様でした。 

 現在、月に２回学校便りを発行し、学校の様

子を保護者・地域の皆様にお知らせしています。

町内全戸への配布は月に１回、広報等でのお知

らせとなります。白黒印刷のため、写真等見づ

らい部分も多々あるかと思います。学校ホーム

ページではカラー版で掲載しておりますので、

是非「清里中学 

校」で検索して 

みてください。 

４月からの学校 

便りもご覧にな 

ることができま 

す。 

【ＨＰの画面→】 



 

清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年 ７月２４日 

                              第  ８  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                            清里中学校保護者配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月６日の始業式、入学式から数えて７４日の学校生活が終わりました。毎日接していると変化に気

づかないのですが、４月のころと比べて子どもたちは心も体も着実に成長しています。１年生はすっかり

中学校生活に慣れ、毎日元気に生活しています。 

さて、７月２５日（火）から夏休みが始まります。夏休みの期間、子どもたちの生活は、家庭中心の生

活になります。特に早寝・早起きなどの規則正しい生活、日常の挨拶、お手伝いなど生活全般にわたって、

ご家庭で子どもたちの様子を見ていただき、生活リズムをみださぬよう応援していただければと思います。

特に、家庭にもどる夏休みは、決まった「お手伝い」をさせてみてはいかがでしょうか。例えば、茶碗洗

い、風呂掃除、玄関掃除、食事の準備等々・・・家庭の中で役割を持たせることで、家族の役に立ってい

るということ、家族から認められ、ほめられる体験をすることができます。 

「必要な存在として認められること」「ほめられること」この二つのこと 

が生きる自信につながり、成長の土台となります。多少失敗しても「あり 

がとう」「たすかったよ」の声掛けで子どもはさらに頑張り、成長します。 

夏休み明け、８月１７日、一回り大きく成長した子どもたちに再会するの 

を楽しみにしています。 

 

 ７月１５日から富良野市をメイン会場に全日本軟

式野球選手権大会が行われ、ベスト８進出という大

健闘を見せました。１回戦は北空知代表に１点先制

されるも、その裏２点を取って逆転勝ち。翌日会場

を上富良野に移動し、地元上富良野代表と対戦。２

回に３点を先制されるも、すぐに同点に追いつき、

その後５点を勝ち越しました。突然の豪雨で２時間

の中断をはさみましたが、そのまま逃げ切り、１１

－６で勝利。その後急遽会場を富良野に移し、準々

決勝。選手の疲れはピークに達していましたが、中

標津代表との試合は０－１の接戦の末惜敗でした。

今大会は支部予選から接戦の試合が続き、最後まで

諦めない気持ち、清中全員野球が見ている人にも感

動を与えました。ありがとう。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1500003398/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNTA0LzA2bC9nYXRhZy0wMDAwMDU3My5qcGc-/RS=^ADBq8hgXyZft0boUaoKODGpIeGehh0-;_ylt=A2RivbnF6mZZ5G8AgTaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日（火）ワックス掛け 

５日（土）北見地区吹奏楽コンクール（北見市民会館） 

     社明旗網走地区中学校野球大会（網走）～６日 

１１日（金）山の日 

１６日（水）夏季休業終了 

１７日（木）全校集会 前期期末テスト（芸体） 

      東大生交流会 職員会議 宿泊研修結団式 

１８日（金）地区陸上新人大会（網走）～１９日 

２１日（月）２年宿泊研修～２２日 

２２日（火）１年水泳授業 

２３日（水）２年生休養日 

２４日（木）斜里岳登山予備日 ３年水泳授業 

２５日（金）清里神社祭 

２８日（月）テスト前スペシャル 

２９日（火）前期期末テスト（５教科） 

３０日（水）ケータイ教室 ２年水泳授業 

３１日（木）スクールカウンセラー来校 

      ＰＴＡ合同学年幹事会議１９：００～ 

 ７月１８日（火）今年度２回目の参観日を

行いました。お忙しい中、多数のご参観をい

ただきありがとうございました。毎日暑い日

が続いていますが、生徒は文句ひとつ言わ

ず、授業に集中して取り組んでいます。学級

懇談会では、夏休みの生活について、４月か

らの学校生活について話されました。また、

１年生は親子レク 

が行われ、親子で 

楽しい時間を過ご 

しました。 

 ７月７日から９日の３日間、アンサンブル

グループ奏楽（そら）のメンバー１１人が来

校し、吹奏楽部の指導を行ってくれました。

暑い中の講習会ではありましたが、個別で指

導をしていただき、生徒には大変勉強になる

貴重な体験となりました。８月５日に行われ

るコンクールの演奏にも生かされると思い

ます。 

 九州北部の豪雨により、福岡、大分県では甚大な被害

に見舞われ、今も尚、避難生活をしている人が多数いま

す。昨年８月、北海道（常呂）でも台風の影響で川が氾

濫し、避難指示が出されました。私の前任校の学校も避

難所になりました。災害はいつ、どこで起こるかわかり

ません。家族が離れていた時に災害にあったとき、その

安否を確認することが一番難しいとされます。色々なこ

とを想定し、訓練を行っておく必要があります。ご家庭

でも、万が一の備えと、家族の確認方法、避難場所を確

認しておいてください。 

 学校でも１９日避難訓練を実施しました。生徒は皆緊

張感を持って避難しました。最終的には自分の命は自分

で守るしかありませ 

ん。これからも異常 

気象はどんどん起こ 

ると思います。想定 

外はありません。 

 ８月２５日（金）清里のお祭りが行われま

す。先日、お神輿に参加できる人を募集して

います。当日は吹奏楽部のパレードもありま

すが、皆で地域行事を盛り上げられればと思

います。友達同士で誘い合って、沢山の参加

をお願いします。 

 ８月１８日までに 

参加希望用紙に書い 

て、担任の先生まで 

提出してください。 
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【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度に清里中学校は開校７０周年・統合５０周年を迎えます。現在準備委員会を設立し、

記念事業開催に向けての協議を進めています。開校から７０００名余りの卒業生を輩出し、町内はも

とより、各地、各分野でご活躍されています。今後、卒業生に節目の年を迎えることを伝え、皆さん

でお祝いしたいと考えています。しかし、本校では過去に周年行事を開催しておらず、同窓会組織も

設立していない関係で、名簿作りに大変苦慮することが考えられます。近年同窓会を開催した学年で、

連絡先の情報をお持ちの方は是非ご協力をお願いしたいと思います。個人情報の管理には十分に留意

し、対応していきたいと考えています。清里中学校初めての周年行事を盛会裏に終了できますよう、

同窓生の皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 今後、周年行事の情報につきましては、学校便り（ＨＰ） 

にて進捗状況をお知らせいたします。 

 

 

 

 

                                 第２回 準備委員会の様子 

 ７月２６日～２８日まで夏休みの

学習サポートを行いました。各学年７

割近くの人が参加し、夏休みの宿題、

各自の課題等に取り組みました。普段

の授業のように、集中し、真剣に学習

に取り組む姿は大変立派でした。 

 ８月１７日、夏休み明け大きな事故等もなく、生徒は元気に

登校し、学校生活が再開しました。 

例年この時期に町内で合宿を行っている東大駅伝部の学生

１１名が来校し、交流会を行いました。「部活と勉強の両立に

ついて」「東大生の１日の生活」「学校の勉強と学問の違い」「将

来の夢」「新学期に向けてのアドバイス」等、説得力のある話

に生徒は聞き入っていました。その後、学年毎に小グループに

分かれ、色々な質問に答えてもらっていました。「東大生にも

色々な人がいて、頭が良いという 

のは語彙力があること…」と言う 

言葉が印象的でした。やはり語彙 

力を鍛える読書って大切だなと改 

めて感じました。 

（8/22 道新にも記事が掲載されました） 

清里中学校開校７０周年・統合５０周年記念協賛会設立総会 

 日時 平成２９年８月２８日（月） １９時～ 

 場所 清里中学校 多目的ホール（斜里岳プラザ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日（金）中体連駅伝大会（北見） 安全点検日 
 ２日（土）陸上全道ジュニア（深川）～３日 
 ３日（日）ふるさと産業まつり 
 ４日（月）全校朝会 職員会議 
５日（火）３年修学旅行 ～８日 
９日（土）羽衣町南自治会敬老会 吹奏楽部出演 
     陸上秋季大会（網走～10 日） 
     バスケ秋季ブロック大会（清里～17日） 
     野球網走支部秋季大会（小清水～10日） 

１１日（月）教育実習開始 ～２２日 研修日 
１２日（火）町教振サークル部会 
１３日（水）学力テスト 
１５日（金）スクールカウンセラー来校 
１６日（土）東部地区ＰＴＡ研究大会（大空町） 
      全日本野球秋季大会（美幌） 
１７日（日）斜里岳ロードレース大会 
      全日本野球秋季大会（網走） 
１８日（月）敬老の日 
２０日（水）地域清掃 
２２日（金）芸術鑑賞 
２３日（土）秋分の日  

全道新人陸上大会（千歳市～24 日） 
バスケ秋季地区大会（美幌～30 日） 

２４日（日）バレースポーツハウス杯（北見） 
２５日（月）生徒会役員選挙立会演説会 
２７日（水）前期終業式 
２８日（木）秋季休業～10/1 
３０日（土）吹奏楽部定期演奏会 
      バレー網走地区秋季大会（網走） 

 ８月５日、北見市民会館において第６２回北海

道吹奏楽コンクール北見地区予選が行われまし

た。吹奏楽部員はこの大会を目標に、夏休みには

合宿を積んで練習に励んできました。目標にして

いた金賞にはわずか届きませんでしたが、素人の

耳でも分かるくらい上達した演奏を聴くことがで

きました。３年生にとっては、最後に定期演奏会

を控えています。９月３０日（土）プラネットで

行いますので、多くの町民の皆様にも聴きに来て

ほしいと思います。 

 ８月１日（火）、日展画家の栁瀬俊康先生をお

招きして、芸術教室を実施しました。普段中々

専門の先生にご指導いただく機会も少なく、大

変有意義な時間となりました。昨年も、本校美

術部が美幌町に出向き、栁瀬先生の指導をいた

だいたのをきっかけに、今年は学校にまで来て

いただいて、自分たちの描いたデッサンを一人

一人見ていただきました。短い時間ではありま

したが、外で写生し、最後には全員の作品に丁

寧に講評をいただきました。言っている言葉が

専門用語で、難しかったですが、それぞれお褒

めの言葉をいただき、自信になったと思います。

芸術の奥 

深さに触 

れること 

ができま 

した。 

 ７月２９・３０日と札幌市において、第３８回北

海道中学校水泳大会が行われ、本校から３年生の春

名伸哉君が出場しました。１日目は男子１５００ｍ

自由形に出場し２位。２日目は男子４００ｍに出場

し、予選を１位で通過し、決勝でも堂々の泳ぎを見

せ、見事優勝を果たしました。共に自己ベストを記

録したものの、全国の標準タイムにわずか足りず、

全国大会の出場の夢は叶いませんでした。しかし、

全道１位は立派な成績です。おめでとう。 

今後も水泳を続け、夢は大きく、高校では全国、そ

して東京 

オリンピ 

ックを目 

指してほ 

しいと思 

います。 

 

 ９月３日、深川市において第１９回北海道ジュ

ニア陸上競技選手権大会が開催され、本校からも

全道標準記録を突破し、男子砲丸投げで２年長廻

湧丞君、１年男子１５００ｍで浮須羽琉君が出場

します。まずは自己ベスト更新を目指し、全道の

レベルを肌で感じてきてほしいと思います。 

ガンバレ！！ 
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【平成２９年度 学力の傾向】        （保護者の方には詳しい分析結果をお知らせします） 

 全道平均正答率 全国平均正答率 全国平均に対する清里中の傾向 

国語Ａ（主として知識） ７７．０％ ７７．８％ 全国平均よりやや高い傾向 

国語Ｂ（主として活用） ７２．０％ ７２．７％ 全国平均とほぼ同じ傾向 

数学Ａ（主として知識） ６４．０％ ６５．２％ 全国平均より高い傾向 

数学Ｂ（主として活用） ４７．０％ ４８．７％ 全国平均とほぼ同じ傾向 

※「－0.9～＋0.9＝ほぼ同じ」 「＋1.0～＋2.9＝やや高い」 「＋3.0 以上＝高い」 

 

【平成２９年度 生徒質問紙からの傾向】 

○基本的な生活習慣が身についており、正義感が強く、真面目な生徒が多い。昨年度低かった自己肯定感も今 

年の生徒は高く、自分を見つめることができる。 

○学習面でも、地道に努力する生徒が多く、授業にも意欲的に取り組んでいる。家庭学習の習慣も身について 

きており、学力も向上している。 

○地域の行事、ボランティア活動に興味のある生徒が多く、地域の事を考えられる生徒が多い。 

▲反面、積極的に自分を表現するのが苦手な生徒が多く、チャレンジ精神に欠ける。まだ、自分の将来につい 

て真剣に考えていない生徒も多い。 

▲携帯、スマホの使用時間については、全道、全国と比較しても長く、トラブルにつながることが心配である。

家庭との共通理解、連携を深め、家庭での約束事が守られるよう働きかけていく。 

○先生は生徒の良いところを認めてくれたり、理解していないところを分かるまで教えてくれたり、信頼関係 

を構築している。  

 平成２９年度の全国学力学習状況調査の結果が８月２９日に公表されました。今年度も具体的な数値は

公表いたしませんが、おおよその傾向についてお伝えいたします。例年北海道の学力が全国と比較し、低

いとの結果報告がされていますが、年々全国との差も縮まりほぼ全国平均に近づいています。そんな中、

本校は例年全国平均を上回っておりますが、今年度も下記の通り全国レベルに達していることが分かりま

す。これも子どもたちの頑張り、そして先生方の熱心な指導のたわものと嬉しく思っています。また、清

里町のレベルの高さは、日常の学校生活が落ち着いている。地域の教育環境が整っている。地域・保護者

の皆様が教育活動に関心が高いと分析しています。今後もコミュニティスクールを通じて、地域と一体と

なった教育活動を実践していきたいと思います。「清里の子どもは、清里で育てる」を合言葉に未来を担う

子どもたちを地域みんなで育てていきたいと思います。今後ともご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８日２９日（火）6 時 2 分、各携帯電話に「Ｊア

ラート」の緊急情報が流れました。テレビでも各局、

北朝鮮からのミサイル発射が伝えられ、北海道上空を

通過する可能性があることを知らせました。今回は早

朝ということもあり、各家庭での対応となりました

が、生徒登校時に起きた時の対応について考えておく

必要があるため、８月３１日緊急の訓練を行いまし

た。基本的には爆風に備え、窓から離れ机の下に待機

するしかありません。「自分の命は自分で守る」こと

を考え、とっさ 

に判断できるよ 

う様々なシュミ 

レーションをし 

ておいて下さい。 

 

 8 月 30 日、ＫＤＤＩから職員を派遣していた

だき、携帯教室を実施しました。実際にあるトラ

ブルを詳しく説明していただき、生徒は真剣に聞

き入っていました。トラブルを防ぐには、「相手の

立場で考える」「ネットで知り合った人はどんな人

かわからない」「ルー 

ルの大切さ」などを 

学びました。トラブ 

ルに合わないために 

も正しい使い方を心 

掛けて下さい。 

 8 月 25 日、清里神社祭が行われ、吹奏楽部の

生徒がパレードに参加しました。暑い中の演奏と

なりましたが、沿道の声援を受けながら最後まで

頑張りました。また、9 月 9 日には羽衣町敬老会

に招かれ、お年寄りの前で演奏を披露し、大変喜

んでいただきました。9 月 30 日（土）には吹奏

楽部の定期演奏会が行われます。多くの方に聞き

に来ていただきたいと思います。 

 

こんにちは。教育実習生として２週間清里中学校

でお世話になります。弘前大学教育学部 3 年の南出

裕花です。私は現在、養護教諭になるため、同じ目

標を持つ仲間と共に大学で勉強に励んでいます。6

年前までは、生徒として清里中学校に通っていまし

た。久しぶりに訪れた清中はとても懐かしく、先生

として過ごすことがとても不思議な気持ちです。2

週間という短い期間ではあ 

りますが、一つでも多くの 

ことを学び、吸収して弘前 

に戻りたいと思います。 

よろしくお願いします。 

               

南出
みなみで

 裕
ゆう

花
か

 先生 
 8 月 30 日、9 月 7 日両日にて、ＪＡ、東京農

大から講師を招き、清里の農業、産業についての

学習を行いました。この取り組みは、今年で 3 年

目を迎える「小中高一貫ふるさとキャリア推進事

業」の１つで、1 年生が地元の食材を使ったピザ

のレシピ開発に取 

り組みます。12 月 

には地域報告会も 

予定していますの 

で是非お越しくだ 

さい。 

 

 前号でもお知らせしましたが、8 月 28 日に開校

70 周年・統合 50 周年記念協賛会の設立総会を行い

ました。それぞれ準備委員会で計画した事業が承認さ

れ、平成３０年 12 月 15 日（土）に記念式典・祝賀

会を行います。また、70 年分の記念誌を発行する予

定です。今後、卒業生の皆様にも案内を致しますが、

同窓会名簿作成に当たっては、皆様のご協力も必要と

なりますので、宜しくお願い致します。 
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 本日、前期が終了し、生徒一人一人に通知表が渡されました。４月からの子どもたちの学習の成果、生

活の様子が評価されています。ただ単に数字だけを見るのではなく、子どもの頑張り、後期に向けての改

善点など家庭でも話をしていただき、後期の子どもたちの自信につながればと思います。 

 「生きていくために必要なものは何か？」と問われたらその１つは「自信」だと思います。特に子供た

ちにとっての「自信」は人生を生き抜く上での力となり、やる気につながる財産だと思っています。「自信」

というのは、自分の心の中に作るもので、自分で感じるものです。他と比べるものではないので、「自信」

を無くすということなどないのです。しかし、人間は弱い存在で、不安がいつも襲ってきます。ついつい

他人と比べて、自信を無くしてしまうのです。だからこそ、少しでも人から認めてもらいたいのです。「頑

張ったね」「すごいね」の一言で子供のやる気スイッチが入ります。 

スイッチの入った子どもたちは、どんどん自信を持って伸びていき 

ます。スイッチを入れる役割は親であり教師の仕事だと思います。 

自分に自信を持って、目をキラキラ輝かせるそんな子どもたちを今 

後も育てていきたいと思います。 

 ９月２０日清里町内の地域清掃を行いまし

た。全校生徒を１３のグループに分け、それ

ぞれ担当地区を回りました。意外にゴミが少

なかったのには驚きました。子どもたちは勿

論、町民の意識の高さを感じたところです。

「自分たちの町は、自分たちの手できれいに

しよう」今後もその意識できれいな清里町で

あってほしいと思います。 

 清里中学校で過ごした２週間は、毎日がとても充実し

ていました。先生の仕事は忙しく、正直大変だな、自分

にできるのかなと考えることもありました。でも、それ

以上に「やっぱり先生になりたい」と思う出来事がたく

さんありました。こう思うことができたのも、清里中学

校の生徒のみなさん、そして先生方が温かく迎えてくれ

たからだと思います。今回の実習で学んだ多くのこと

と、清里中学校の皆さんと 

過ごした素敵な思い出を胸 

に、弘前に戻ってからも目 

標に向かって勉強に励んで 

いきます。短い間でしたが 

本当にありがとうございま 

した。          南出 裕花先生 研究授業 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506409881/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3R5dWdha3UubmV0L2ltZy9taXJ5b2t1LmdpZg--/RS=^ADBx7L93mS6sJ6sRHB_hGYABQ.rSGA-;_ylt=A2RimVsYrMhZ8W0A8h6U3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２日（月）全校朝会 後期始業式 

      職員会議 安全点検日 

 ３日（火）清里町特別支援学級交流会 

 ５日（木）スクールカウンセラー来校 

６日（金）ふるさとキャリア教育推進事業講演会 

９日（月）体育の日 

１１日（水）３年学力テスト 

      東藻琴高校オープンスクール 

２０日（金）学校祭前日準備 

２１日（土）第５０回学校祭 

２３日（月）振替休日  

２５日（水）スクールカウンセラー来校 

      薬物乱用防止教室 

２６日（木）２年生職場体験学習①（町内） 

２７日（金）研修日 

３０日（月）職員会議 

３１日（火）２年生職場体験学習②（知床第一ホテル） 

 ９月３０日（土）１８：００より吹奏楽部の

第４１回定期演奏会が開催されます。部員全員

が一丸となって、夏休み、土日も返上して練習

に励んできました。３年生にとっては、この演

奏会を最後に引退となります。生徒の皆さん、

保護者の皆さん、是非ご観覧いただき温かい拍

手をお願い致します。 

千歳空港でのＰＲ活動 
緊張しましたが、知らない人
にも話しかけられました。↑ 

バスの中はレク・カラオケ
で大盛り上がり。↓ 
 

自分たちの作ったロケ
ットが、空高く舞い上が
りました。感動！ ↓ 

迷わず札幌の街を歩け
ました。← 

ラフティングではずぶ濡れに
なりながらも楽しみました。 
自ら川に飛び込む人も… ↑ 

町のＰＲ大使に任命さ
れました。↑ 

絶叫マシーンで楽しみました。 
ダメな人もいたようです。↑ 

ソラニワの夕食は多すぎてどれを食べ
るか迷いました。お腹いっぱい ← 
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清里中学校 第５０回 学校祭 
  １０月２１日（土）開会式８：３５～ 多数の地域、保護者のご来場をお待ちしたおります。 

１０月２日、後期がスタートしました。始業式では「後期に向けて、一人一人がしっかりと目標を持っ

て生活して下さい」という話をしました。１０月２１日（土）には、学校祭が行われます。特別日課に入

り、各学級練習にも熱が入ってきました。本校生徒の特長として、真面目に何事にも一生懸命に取り組む

生徒が多い反面、自分を表現したり、積極的に発表・発言することを苦手としている生徒が多いようです。

この学校祭の取り組みをきっかけに、少しでも自分を表現できる力を身につけてほしいと思います。そし

て、一人一人が輝き、達成感を味わえる学校祭になることを願っています。 

保護者の皆様は、子どもたちとって一番の理解者であり、応援団ですから、子どもが目標達成に向け、

努力している姿に、励ましの言葉を送っていただき、頑張りを認めてあげていただきたいと思います。 

以前に下記の詩を目にすることがあり、なるほどと思いましたので、ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子は親の鏡」という詩の一説です。この詩が書かれたのは６０年も前の事だそうです。今でも考えさせ

られるメッセージだと思いませんか。誉めて、認めて、見つめてあげれば、自分が好きになり、明るく頑

張り屋の子どもが育つと言っています。親の接し方によって子どもは大きく変わっていくと思います。時

には叱ることも必要ですが、最近は大人も子どもも誉めて伸びる子が多いようです・・・また、最後の一

節には、和気あいあいとした家庭に育てば、自分の命を大切にできる子どもが育つと言っているのだと思

います。清里の子どもたちには、自分自身を大切にできる優しい人間に育ってほしいと願っています。 

  

 

 

 

 

「子は親の鏡」   作 ドロシー・ロー・ノルト 

・けなされて育つと子どもは、人をけなすようになる 

・不安な気持ちで育てると、子どもは不安な気持ちになる 

・子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんの子になる 

・励ましてあげれば、子どもは自信を持つようになる 

・誉めてあげれば、子どもは明るい子に育つ 

・認めてあげれば、子どもは自分が好きになる 

・見つめてあげれば、頑張り屋になる 

・和気あいあいとした家庭で育てば、 

  子どもはこの世はいいところだと思えるようになる 

                       （詩の一部抜粋） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeB4OFNRV4goA0AKU3uV7/SIG=12b89qn03/EXP=1440048526/**http:/www.pictcan.com/wp-content/uploads/item-0041.png
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 ９月１７日、第４０回斜里岳ロードレースが晴天の

中行われました。本校からも、陸上部・野球部の２２

名が参加しました。またボランティアとしても７名が

参加し、大会のお手伝いをしました。 

例年行われている体力テストでは、北海道の子ども

たちは持久力が弱いとの結果が出ています。本校にお

いても例外ではなく、体育の授業の中でも持久走を取

り入れ、体力の向上を図って 

います。次年度の大会も多く 

の参加者が出場することを期 

待しています。 

 本校では平成２７年度から道教委の指定を受

け、小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業に

取り組んでいます。その取り組みの１つに、１年

生が行っている清里町地域学習があります。今ま

でにＪＡの城村さん、東京農大の菅原准教授によ

る出前授業で、清里の農産物の学習を行ってきま

した。今回は地元で取れた作物を使ったオリジナ

ルピザの開発です。９月２５日には野村興業の渡

辺会長にお手伝いをいただき、ピザ釜で自分たち

が考案したピザを焼いていただきました。生地に

じゃがいもを練りこんだり、清里の花「むくげ」

をデザインしたピザなどまさにオリジナル感いっ

ぱいのピザが出来上がりました。味も最高のお味

でした。今後作り方をレシピ本にまとめ、１２月

１６日の地域報告会で発表したいと思います。沢

山の地域の方にも聞きに来てほしいと思います。 

 ９月２５日、第５１期生徒会役員の任命式を行

いました。それぞれ一人一人決意表明を述べ、「明

るく元気な挨拶ができる学校にしたい」など頼も

しい言葉が聞かれました。学校祭後、新生徒会役

員に引き継がれます。それまでは現役員の皆さん

が最後の仕事と日々頑張っています。第５０期の

皆さん、大変お疲れ様でした。 

【第５１期生徒会役員】 

会   長 林  夏実(２年) 

副 会 長 市橋 凱竜(２年) 竹内 謙信(１年) 

書   記 内野 妃菜(１年) 中垣ひより(１年) 

事務局長 遠藤 冬真(２年) 

 ９月３０日、清里中学校吹奏楽部、第４２回定期

演奏会が行われました。多くの皆様にご来場いただ

き感謝申し上げます。本校吹奏楽部は、今年度も多

くの町のイベントに参加させていただき、町民の皆

様に演奏を聴いていただきました。３年生にとって

は最後の演奏会となり、感慨深いものとなりまし

た。３年生引退後も、１．２年生で練習に励み、こ

れからも町民に愛される清中吹奏楽部として頑張

ってくれると思います。 

 現在、美術部で開校７０周年・統合５０周年の看板

作りを行っています。学校祭でお披露目を考えていま

すので、こうご期待！！ 

 また、本事業に係って、現在同窓会名簿の作成も行

っています。既に町民皆様のご協力のもと、少しずつ

集まってきました。協力をいた 

だいている方々には大変お手数 

をおかけしますが、ご協力の程 

宜しくお願い致します。 



 

清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成２９年１０月２７日 

                              第  １３  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 
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 １０月２１日、清里中学校第 50 回学校祭が行われました。

正味１０日間の短い取り組みの中、生徒達は集中し、クラス・

学年・実行委員会・部活動の仲間が一丸となって、学校祭を創

り上げました。普段見られない、生徒の一面を見ることができ、

大変有意義な、そして感動的な学校祭でした。 

 演劇は各学級のカラーを出し、お笑いあり、感動劇ありと、

見ている観客を飽きさせないものでした。特に最優秀賞を取っ

た３Ｂの「直子」は涙を誘う感動の劇となりました。 

 合唱は学年対抗で、３年生はさすがという合唱を披露し、最

優秀賞を手にしました。また、1、２年生も負けないくらいの

きれいなハーモニーを聞かせてくれました。３年生の姿を見て、

後輩たちは成長する清中の伝統がここでも引き継がれました。

そして学校祭の成功の陰には、実行委員の皆さんの頑張りが大

きかったと思います。企画、準備を自分たちの手で行い、成功

に導いた経験は、今後も大きな力となることでしょう。 

 早朝よりご来場いただきました保護者の皆さん、 

ありがとうございました。 

 １０月６日、清里町で 3 年前から取り組んでいる

「小中高一貫ふるさとキャリア教育」の講演会が行わ

れました。講師にフリーアナウンサーの安達祐子さん

をお招きし、①「故郷を知り、清里を自慢する」②「夢

に向かって努力する」③「自分を大切に」をテーマに

小学生から高校生を対象に分かりやすい話をしてい

ただきました。清里ってどんなところと聞かれたと

き、胸を張って答えられる人になってほしい。好きな

ことを見つけ、好きなことのために一生懸命になって

ほしい。家族・友達・ふるさ 

とを大切に、そして自分の身 

体、自分の心を大切にしてほ 

しい。そんなメッセージが込 

められた講演会でした。 

 １０月２５日から、菅野先生が出産のため、産

前休暇に入りました。予定日は１２月３０日で

す。元気なお子さんを生んでほしいと思います。 

 それに関わり、現在期限付きの先生を探してい

ます。見つかるまでの間、国語の免許状を持って

いる嶋田先生に国語の授業を見ていただくこと

となりました。特別支援学級の３年英語は教頭先

生、数学は今泉先生が担当し 

ます。詳細については別途保 

護者向け文書を配布いたしま 

す。ご理解の程、宜しくお願 

い致します。 

美術部による「開校 70 周年・統合 50 周年」
記念看板の披露 

全校合唱「ふるさと」 
指揮者賞 野呂田 騎旭 伴奏者賞 太田 穂ノ花 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日（水）安全点検日 
 ２日（木）２年職場体験学習②（知床第一ホテル） 
 ３日（金）文化の日 管内バスケット新人大会～４日 
 ６日（月）研修日 
８日（水）スクールカウンセラー来校 
９日（木）学力テスト（全学年）３年進路説明会 

１３日（月）職員会議 
１４日（火）テスト前スペシャル 
１５日（水）後期中間テスト 
１７日（金）生徒総会 
１８日（土）オホーツク管内バレー新人大会（北見） 
      東部Ｐ連母親研修会 
２０日（月）１．２年教育相談① ３年保育実習 
２１日（火）3 年三者懇談① ３年保育実習 
２２日（水）１．２年教育相談② 3 年三者懇談② 
      スクールカウンセラー来校 
２３日（木）勤労感謝の日 
２４日（金）１．２年教育相談③ 3 年三者懇談③ 
２５日（土）２年ＰＴＡ親子レク 
      緑町小学校閉校式典 
２７日（月）１．２年教育相談④ 3 年三者懇談④ 
２８日（火）１．２年教育相談⑤  

２９日（水）１．２年教育相談⑥ 

 １０月１１日、清里町ＰＴＡ連合会教育懇談

会が行われ、各校の意見要望が教育委員会に伝

えられた。中学校からの要望については、 

①グランドの整備 

 ・風で土が舞う。雑草が生える。 

②グランドの水飲み場の増設 

 ・設備が 1 つしかなく不足している。 

③外に下水道を完備したトイレの設置 

 ・外にトイレがないため不便である。 

④グランド側の白樺の伐採 

⑤駐車場の除雪をこまめにお願いしたい 

⑥スクールバス路線を優先的に除雪 

を要望として上げました。町としても予算との

係わりがあるが、検討していくとの回答をもら

いました。 

  

１１月１８日には、本町プラネットにて東部Ｐ

連母親研修会が行われます。中学校から２０名

の参加期待数がありますので、ご協力をお願い

致します。 

【斉藤さん賞】 
 2A 長尾 忍・辺見 建人 

【おもしろいで賞】 
3A 三浦 匠登 

3 年合唱「ひとつの朝」金賞・最優秀賞 

【なすちゃん賞】 
 1A 中垣 ひより 

【校 長 賞】 
 3A 伊藤 唯・小笠原 実紅 

1 年合唱「行き先」金賞 

2 年合唱「虹色の未来」金賞 

1A 演劇「ハロウィン狂詩曲」金賞 

2A 演劇「カ・ラ・フ・ル」金賞 3B 演劇「直子」金賞・最優秀賞 

3A 演劇「学園パニック」金賞 
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 今月末から３年生の三者懇談が始まります。３

年生にとっては、進路決定の大切な時期を迎えま

す。家では親子で話が出来ていますか？ 人によ

っては高校から親元を離れ、一人で生活する人も

いるでしょう。義務教育を終え、ここまで大きく

育ててもらった親への感謝の気持ちを改めて感じ

てほしいと思います。 

 右の詩は「親指」という詩です。私が心に残っ

ていた詩なので紹介したいと思います。今まで対

立したり、反抗したりしていても、親なしでは何

も解決できません。親は例え全世界が敵となって

も最後の味方になってくれます。もう一度親子で

しっかりと向き合い、相談し、腹を割って話をし

てほしいと思います。「親を粗末にする馬鹿者」と

言われてはいけません。 

 現在使用しているジャージが平成３２年度より製

造中止となるため、次年度、平成３０年度の新入生か

らジャージが新しくなります。2010 年から慣れ親

しんだ清中ジャージですが、バックのロゴは変えずに

リニューアルします。現１．２年生で今後ジャージを

購入する場合には、移行措置ということで新・旧どち

らでも構いません。（金額は変わりません）ご理解の

程、宜しくお願い致します。 

 来年開校 70 周年・統合 50 周年を迎える準備

が着々と進んでおります。中学校の外のフェンス

には記念事業を知らせる看板を設置しました。こ

の看板は本校の美術部の生徒が制作したもので、

バックには清里の四季が表現されています。お近

くにお立ち寄りの際には、是非ご覧になっていた

だきたいと思います。 

 『親指』 （元明治神宮宮司 中山 正光氏 ） 
 
親指一本と四本の指とは いつも対立しているが 

お茶を飲もうとする時にどの指でもかまわない 

親指と相談した時に たやすく目的は達せられる 

もし親指を除外したら他の指が総がかりでも 

茶わんを持つことができないし 

お茶を飲むにも不便である 

親指は短く背は低い 

スタイルも大いに悪い  

節も一つ足りないようだ 

しかし 親指を除外したら 

何もできなくなるのではないか 

親指と腹を合わせたら何でもたやすくできるのだ 

親指に相談せよ  

親指の徳をいただき 

親の真心に眼を開け 

たとえ全世界が敵となっても 

親が最後の味方なのに 

親を粗末にする馬鹿者めと 

大自然は指をもって教えている 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【野村興業】   【デイサービスセンター清楽園】  【清里消防署】 

 

 

 

 

 

【清里図書館】   【清里自動車工業】   【知床第一ホテル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度、夏休みの課題で取り組んだ作文の中から、

第 37 回全国中学生人権作文コンテスト東北海道大

会に応募し、1,727 編の中から、３年生の堀川凌平

君の「障害者が過ごしやすい未来のために」が特別賞

（北海道教育委員会教育長賞）を受賞しました。また、

奨励賞には、３年の木村澪さんの「生涯と意見文」が

選ばれました。12 月 2 日には特別賞の表彰式が釧路

市で行われる予定です。おめでとうございます。 

 例年、キャリア教育の一環で２年生が職場体験学習を行っています。自

分の興味関心のある職業を選び、自分たちでアポを取り、実習先へと向か

います。１回目は町内の関係機関に協力をいただき、２～５名の少人数で

体験を行いました。普段学校では学べない体験ができ、働くことの大変さ

を身を持って感じることができました。2 回目は、全員で知床第一ホテル

で接客の仕方を学び、挨拶の大切さを改めて学びました。昼にはバイキン

グで豪華な昼食もいただき、大変有意義な体験学習となりました。ご協力

をいただきました関係機関の皆様、大変ありがとうございました。 

  

 １０月２５日、斜里警察署生活安全課の方をお

招きし、薬物乱用、災害、防犯の教室を行いまし

た。近年、薬物乱用の低年齢化、また芸能人の使

用など身近な問題になってきています。煙草、ア

ルコールの害、そして薬物の恐ろしさについて学

びました。その後、災害に備えての心得について

も話され、各家庭で非常持ち出品を確認しておく

こと、家族が離れ離れになったときの連絡手段に

ついての確認方法を教えてもらいました。最後に

不審者にあったとき、自分の身を守る方法、逃げ

方について簡単な護身術を学びました。 

 自分の身体、心を大切にし、薬物に手を染めな

い。災害時の対応。不審者から身を守る方法を 

教えていただき 

ました。斜里警 

察署の皆さん、 

ありがとうござ 

いました。 

 夏休みに本町を訪れ、美術部の指導をしていただ

いた、画家の栁瀬俊泰先生から中学校に油絵を寄贈

していただきました。神の子池を描いた、「倒木の

在る風景」と題した作品です。 

他にも中学校には多くの絵が 

飾られています。地域の方々 

にも是非ご覧になっていただ 

きたいと思います。 

【職場体験 実習先】 

10 月 26 日実施 

・清里保育所 

・やまと幼稚園 

・清里小学校 

・清里消防署 

・清里図書館 

・清里郵便局 

・Ａコープ(ＪＡ清里) 

・若松文具店 

・きよーる 

・デイサービスセンター清楽園 

・清里クリニック 

・清里自動車工業 

・ホクレンスタンド 

・野村興業 

11 月 2 日実施 

・知床第一ホテル 

 

大変お世話になりました 



． 
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 「自分の良いところ（長所）を言って下さい」と聞くとすぐに言える人はどれくらいいるでしょうか。

「そんなの人に自慢することではない」と答える人もいるかもしれません。お国柄なのか日本人は自分

をアピールするのが苦手な人種のようです。高校入試の面接でもよく聞かれますが、答えを準備してい

てもなかなか答えにくい質問の一つです。 

 自己肯定感とは、自分はだれかに必要とされていると、自らの価値や存在意義を肯定できる感情のこ

とを言います。自分の良いところも悪いところも含め肯定できる、前向きな感情とも言えます。自己肯

定感の高い子どもは、自分に自信があり、何事にも挑戦していく強い心を持っています。また、心に余

裕があり、人にやさしく接することができるので、人からの信頼を集めます。さて、そんな自己肯定感

の高い子どもに育てるには、 

① どんなときも「あなたの味方」と伝える 

自己肯定感の形成に最も悪影響を与える一つは、感情で子どもの評価を変えてしまうことです。否

定の言葉では肯定感は育ちません。「どんなときもあなたの味方だからね」と言ってくれる存在が、

愛情となり、心の支えとなり自己肯定感につながります。 

② 小さな成功体験を積ませ、ほめてあげる 

小さな達成感が自信となり、その積み重ねが自己肯定感を育みます。少し大げさなくらいにほめて

あげましょう。ほめてあげることで、認められている実感がわきます。 

③ 頑張りを認めてあげる 

たとえ成功に結びつかなくても頑張った過程を認め、しっかりほめてあげることも大切です。親が

自分の頑張りを見てくれるんだと安心し、自信につながります。 

④ 子どもの話を真剣に聞いてあげる 

子どもが何かを話しているときは、途中で口をはさんだり、「ながら聞き」はせず、最後まで聞い

てあげましょう。途中で話をさえぎると、自分が尊重されていないと感じるものです。 

⑤ 感謝の言葉を伝える魔法の言葉「ありがとう」 

「ありがとう」は相手の存在価値を認める魔法の言葉です。自己肯定感の低い子どもは「どうせ自

分なんて…」と思う傾向にあります。お手伝いなど、少しでも子どもが良いことをしてくれたら「あ

りがとう、助かったよ」と感謝の言葉を伝えてあげましょう。 

全国学力・学習状況調査からも最近の子どもたちは、自分に自信を持てない子供が多くなっています。 

清里の子どもたちが、自分に自信を持って生きていけるよう、学校でも様々な経験を通して、自己肯

定感を育てていきたいと考えます。家庭でもちょっとした声掛けで子どもは変わります。今年一年の子

どもの成長を振り返り、2018 年の子どもたちの成長を一緒に見守ってあげましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１日（月）参観日 2 年生職場体験学習プレゼン 
１３日（水）清高ニュージーランド研修報告会 
      開校記念協賛会役員会 
１４日（木）町教振研究大会 アート体感教室 
１５日（金）スクールカウンセラー来校 
      アート体感教室 
１６日（土）小中高ふるさとキャリア教育地域報告会 
１８日（月）1 年生振替休日（12/16 分） 
２０日（水）研修日 
２２日（金）全校集会 中体連激励会 
２３日（土）天皇誕生日 冬季休業開始（～1/16） 
２６日（火）学習サポート教室（～28 日） 
２９日（金）年末休業 学校閉鎖（～1/3） 
１日（月）元旦 
４日（木）中体連地区スキー大会（留辺蘂） 
５日（金）全道スケート大会 ～８日（帯広） 

１１日（木）全道スキー大会 ～１４日（朝里） 
１３日（土）北見地区アンサンブルコンクール（北見） 
      田中杯バスケットボール大会（小清水） 
１６日（火）冬季休業終了 
１７日（水）全校朝会 職員会議 
１８日（木）３年後期期末テスト（芸体） 
１９日（金）３年後期期末テスト（５教科） 
２０日（土）英検 人権作文コンテスト伝達表彰式 
２７日（日）漢検 
２９日（月）研修日 

 １１月２９日、ＰＴＡ実技研修会が行われ、今

年は網走の『はぜや珈琲』の店主、山本竜太さん

を講師に招き「コーヒー教室」を開催しました。

２５名の方が集まり、コーヒーの歴史などを学ん

だあと、実際にコーヒーの入れ方を伝授していた

だきました。同じ豆、同 

じ水を使っても味に違い 

が出るそうで、コーヒー 

の奥深さを学びました。 

各々、おいしいコーヒー 

を味わい、楽しい研修会 

となりました。 

 １２月１１日、職業体験学習の成果発表会を行

いました。それぞれ持ち時間２分でまとめ、体育

館ステージに立って発表しました。少し緊張気味

の人もいましたが、その職業の大変なところ、や

りがい、感想など自分が体験した職業を皆に分か

りやすく伝えることができました。最近の子ども

たちは｢人前で話すことが 

苦手｣とする調査結果も出 

ていますので、このような 

機会を今後も大切にしてい 

きたいと思います。 

 １２月２日、小中高合同音楽発表会が行われ、中学校からは、 

吹奏楽部の演奏と全校合唱を披露しました。吹奏楽部は１．２年 

の新チームになってからの初めての演奏でしたが、皆堂々と演奏 

していました。全校合唱は少ない練習でしたが、学校祭を思い出 

し、きれいなハーモニーを聞いてもらえました。その前に発表が 

あった小学校の合唱も大変素敵で、清里の合唱のレベルの高さを 

感じました。翌日の町民文化祭では、中学生からは美術部、ピア 

ノの発表もあり文化祭を盛り上げました。 

 １１月２１日、今年度清里町の応援大使となった、

日ハムの宮西選手と中村選手が中学校を訪れました。

普段ＴＶで見ている選手を間近に見ることができ、生

徒は大興奮。質問コーナー、キャッチボールをしても

らい、良い思い出ができました。全校生徒と写真を撮

り、最後に記念品 

のサイングローブ、 

ボールをいただき 

ました。玄関ホール 

にて展示しています 

のでご覧ください。 

 １２月５日～１５日まで、新生徒会役員の皆さ

んが赤い羽根募金の呼びかけを行っています。寒

い中、明るく元気な声で 

挨拶し、呼びかける姿に 

やる気と、頼もしさを感 

じました。 
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清 里 町 立 清 里 中 学 校                  

                            平成３０年１月２５日 

                              第  １６  号 

                            文責：校長 仲野 寿浩 

                            学校：２５－２０７４ 

                             清里町全戸配布版 

【重点教育目標】  『自分を見つめ、しっかり未来を切り拓く清中生』 

【教育スローガン】 『 凡 事 徹 底 』 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月２６日～２８日まで冬休みの学習サポートを行いました。１．２年 

生は自力コース（自分の力で課題を行うコース）とマンツーコース（先生に 

分からないところを教えてもらうコース）に分かれてそれぞれ自分の課題に 

取り組みました。また、３年生は年明けも午前午後の自習教室を１０日間行 

い、それぞれ受験勉強に励みました。３年生にとっては勉強漬けの毎日でし 

たが、力を十分につけたと思います。全員が自分の希望の進路に進めるよう 

願っています。 

 早いもので、平成２９年度も残すところ、あと２カ月となりました。３年生は高校入試に向け、ラストス

パートに入っています。また、１．２年生は進級に向け、そして学校の中心として自覚を高める時期となり

ます。一人一人が目標を新たに、２０１８年を充実した年にしてほしいと思います。 

 

 以前、テレビ番組で日本理化学工業というチョークを作っている会社が特集されていました。この会社は、

従業員の７割以上が知的障がい者で、しかもそのほとんどが重度の障がい者だそうです。この会社が知的障

がい者を雇用するようになったのは、ある養護学校の教師が卒業を控えた１５歳の生徒の就職を頼みに来た

ことから始まりました。最初は２週間の研修員として２人の少女を受け入れたのですが、一生懸命に働く２

人の姿に心を打たれ、次第に障がい者を雇用するようになりました。しかし、軽量はかりの目盛りが読めな

い、チョークを箱詰めするのに本数が数えられない等々、苦労は絶えなかったようです。 

 ある日、お寺の住職にこんな話をされたそうです。 

「人間の幸せは、ものやお金ではありません」 

「人間の究極の幸せは・・・」 

 

 

 

 

 

 愛されること以外の三つの幸せは、働くことによって得られます。人が働こうとするのは、本当の幸せを

求める人間の証なのです。 

 この言葉を聞いたとき、なるほどと思いました。子育てするキーワードにもなるのではないでしょうか。

子どもにいっぱい愛情を注ぎ、頑張ったことは素直に誉め、手伝いをさせ、人の役に立ち、必要とされるこ

とを実感させる。きっとこのような環境で育った子どもは、自分が幸せだと感じて真っ直ぐに育つのだと思

います。親としてちょっと気に留めたい言葉でした。 

○ 人に愛されること 

○ 人にほめられるとこ 

○ 人の役に立つこと 

○ 人から必要とされること 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1516421084/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90LnBpbWcuanAvMDAwLzc5NS8xNjAvMS83OTUxNjAuanBn/RS=^ADBqG7s2rJ5pCowVTDqnhpQldLmF04-;_ylt=A2RiouFcbmFaKXYAHyuU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（木）全校朝会 安全点検日 スキー授業３年 

     全国スケート（長野）～７日 

２日（金）学力テスト（１．２年）  

５日（月）職員会議 スクールカウンセラー来校 

 ６日（火）新入生交流会 ＰＴＡ合同委員会 

７日（水）スキー授業２年 

８日（木）スキー授業１年 

１１日（日）建国記念の日 

      近郊ジュニアバレーボール大会（美幌） 

      町内スキー大会 

１２日（月）振替休日 

１３日（火）新入生交流会予備日 

１９日（月）研修日 スクールカウンセラー来校 

２１日（水）１．２年参観日 

２２日（木）１．２年後期期末テスト（芸体） 

２３日（金）テスト前スペシャル 部活動中止 

２６日（月）１．２年後期期末テスト（５教科） 
 

  

１２月１６日（土）今年度１年生が総合の時間に取り組んできた、オリジナルピザの試食会と地域への報告会

を行いました。この取り組みは、道教委の小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業の取り組みの１つでした。

地元の食材を使ったオリジナルピザを開発し、レシピ本にまとめて１年間の成果を発表することができました。 

この事業に関わり、農協の城村さんに協力いただき、地元の農産物の学習を行い 

ました。またピザ作りでは、野村興業の渡辺会長さんに窯でオリジナルピザを焼い 

ていただきおいしいピザができました。多くの地元の皆さんの力をお借りし、本事 

業も無事終了できました。次年度以降もＣＳ（コミュニティスクール）で、地域の 

皆さんのご協力をお願い致します。 

 

 ２月１日から長野県で開催される第３８回全国中学校スケート大会に、本校より２名の生徒が出場すること

に決まりました。北海道の代表として、そして清里の代表として自分の持てる力を全て発揮して来てほしいと

思います。 

【 女子５００ｍ・１０００ｍ ２年 居城 真衣 】 

 私は今回２回目の全国大会に出場します。昨年は決勝に残れず、悔しい結果で終わって 

しまったので、今年の目標である「全国決勝」を達成できるように精一杯頑張ります。そ 

して、１回１回の練習を大切にして全国大会に挑みたいと思います。応援よろしくお願い 

します。 

【 男子３０００ｍ・５０００ｍ １年 林 拓磨 】 

 ２月３日から６日に長野県エムウェーブで行われる全国スケート大会に出場します。 

出場種目は３０００ｍと５０００ｍです。予選通過、自己新記録を目指して頑張ります。 

応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 １２月１４．１５日に写真家・探検家の石川直

樹さんを講師にお招きし、アート体感教室を開催

しました。１日目は全校生徒で石川さんの探検家

としての体験談を聞きかせてもらいました。また

３年生に事前に一人１台「写るんです」が与えら

れ、「清里２４時」をテーマに身近な風景、家族、

友達の写真を撮りました。デジタルカメラが普及

し、フイルムの写真が姿を消す中、現像してみな

ければわからないフイルム独特のとても味わい深

い写真が沢山撮れました。石川さんから一人一人

に自分が撮影した写真にコメントをもらい写真の

奥深さと楽しさを 

学ぶことができま 

した。生徒の撮っ 

た写真は今後写真 

集になる予定です。 


