
＜教育目標＞ 進んで学び 心豊かな活力ある生徒

令和３年度の重点目標
「未来に向かって 仲間と協働し 主体的に学び 行動する生徒の育成」

令和３年1１月3０日

当麻町立当麻中学校

令和３年度学校通信 NO.８

４月から新しい学習指導要領のもと、生徒は充実した学校生活を過ごしています。加速度的に変化
する現代の社会、また予測が困難な将来の社会の在り方を見据え、生徒には仲間と協働しながら主
体的に学び、考え、行動する意欲をもつことが大切です。
これを踏まえ、生徒一人一人の健やかな成長を目指し、当麻中学校では、今年度新たな教育活動

に取り組んでいます。今回はその一部を紹介します。

10月28日(木)、当麻中学校では一日防災学校を設定し、全学年
で防災に関する学習を行いました。午前中は、理科や技術科とい
った教科において必要な知識を学び、また保健体育では救命救急
実習を行うなど様々な視点から学習を進めました。午後は、町の
防災担当者からの説明を受けたり、避難訓練を行ったり

と体験的な活動を取
り入れ、防災につい
ての学びを深めまし
た。生徒にとっては、
自分たちで考えなが
ら防災に対する意識
を高める機会になり
ました。

新たな取組① 一日防災学校一日防災学校 「自助・共助・公助」の考えを学ぶ

11月17日(水)には、第１学年で食育講座を実施し
ました。今回も前回（５月の第２学年）に引き続き、
田﨑栄養教諭が講師となり、自分たちの食生活につい

て考えました。生徒は
現在の食習慣や理想の
献立を仲間と相談しな
がら栄養バランスの取
れたメニューを考えて
いました。こういった
学習を通して、自分の生
活を見直す機会や健康に
過ごすことの大切さを学
ぶことができました。

新たな取組② 食育講座食育講座 自分の健康は自分で考える

新たな取組で生徒の成長を目指す 新学習指導要領元年



11月11日（木）、東京オリンピック女子柔道金メダ

リストの新井千鶴さん（現三井住友海上女子柔道部ア

ドバイザー）をお招きし、当麻中学校の生徒へ特別授

業を行っていただきました。新井さんご自身の辛くて

濃い時間を過ごした中学校時代のお話や、東京オリン

ピックでの金メダル獲得までのエピソードなど、柔道

を通した講話でした。輝かしい成績の背景に、多くの

苦悩があったこと、またいかなる壁にぶち当たっても

その時々に自分で考え工夫し練習を積み重ねたことな

ど、一流のアスリートらしく、話す言葉一つ一つに力

「小さな目標を立てることが大切「小さな目標を立てることが大切」」「失敗を何かのせいにはしない「失敗を何かのせいにはしない」」「継続することが大切「継続することが大切」」

自分で考えるという経験が自分を成長させる自分で考えるという経験が自分を成長させる～～新井千鶴氏の特別授業新井千鶴氏の特別授業

強さと説得力があり生徒にとって

大変有意義な時間になりました。

授業の最後には、学年ごとに記

念撮影をし、生徒はもちろん、新

井さんの表情にも笑顔が見られ、

とてもよいひとときになりまし

た。これから、指導者としての道

を歩み始めた新井千鶴さんの今後

の活躍を当麻中学校全員で応援し

ていきたいと思います。

新井千鶴氏の言葉から（一部）

○今を精一杯生きること、目の
前で自分にできることを精一
杯やることが次につながって
いく。

○小さな事でもいい、毎日の目
標、小さい目標を立てて一つ
一つクリアしていく、そういった
気持ちが大事。

○自分自身で決めて「自分はど
うなりたいのか」ということを
ずっと持ち続けること。



11月16日（火）に当麻町学校運営協議会学

校訪問が行われ、中村教育長をはじめ、教育

委員、学校運営協議会委員など14名が来校さ

れました。訪問では、全ての学級で日常の様

子やICT機器の活用状況を参観していただきま

した。委員の方から、「生徒と教師が和やかな

雰囲気で授業に励む様子が印象にある」「今後

もコロナ対策を万全にしてほしい」など学校

に対する励ましやご意見をいただきました。

当麻町学校運営協議会学校訪問当麻町学校運営協議会学校訪問 当麻中学校PTAから

令和3年度当麻町への
要望事項について

○道北バスエリアでも町のスクールバスの運

行があればよいと思います。

○町民プールが冬季の営業になれば、スキー

以外の運動もできてよいかなと思います。

○冬の除雪についてのお願いです。

宇園別に住んでいて、17丁目通りを国道

まで歩き、道北バスで中学校まで通学するの

ですが、冬は歩道が途中で除雪されなくなり、

車道を歩いています。交通量も多い時間帯な

ので危険です。国道まで除雪をお願いします。

○夏の猛暑、冬の厳寒、そしてコロナ感染症

対策も踏まえ、生徒の快適な学習環境の整

備をお願いします。具体的には、夏の教室

内のエアコンの設置、冬の換気に伴う教室

内の冷え込み防止対策です。

保護者の皆様からいただいたご意見は、

町P連事務局で検討させていただきます。

11月１日（月）～30日（火）までの１か月間、全校

生徒、保護者を対象に三者懇談を行いました。今年度

から、家庭訪問を希望制に変更し、また通知表の所見

欄を廃止しました。その代わりに、学校で生徒本人と

保護者、学級担任が話し合う場を設定しました。3年生

は、進路に関する話が中心になりました。また1、2年

生においても進路に関する話題が見られ、生徒一人一

人の学習意欲を多少なりとも高めるきっかけになったのではないかと思っております。保

護者の皆様には、お忙しい中、ご都合を付けていただきありがとうございました。

全校生徒対象全校生徒対象 三者懇談の実施三者懇談の実施

北海道教育委員会では、効果

的で質の高い教育活動を持続的に行

えるよう、教員が心身ともに健康を

保ち、誇りとやりがいをもって働く

ことができる環境の整備（働き方改

革）に力を入れています。

このたび、働き方改革に向け、右

にあります道民意識調査を実施する

ことになりました。可能な限り、ご

協力をお願いします。



1 水

2 木 職員会議 ＡＬＴ

3 金 ３年生学力テスト

4 土 旭川地区バスケットボールリーグ

5 日

6 月

7 火 定例委員会

8 水

9 木 ＡＬＴ

10 金

11 土 旭川地区バスケットボールリーグ

12 日

13 月

14 火 一日参観日

15 水

16 木

17 金 第２学年親子レク

18 土 クリスマスカップ東北・北海道選抜

ソフトテニス対抗戦

（１９日、秋田県大館市）

19 日 上川二地区中学校スキー大会

（クロスカントリー・フリー、名寄）

20 月

21 火

22 水 大掃除

23 木 ２学期終業式

ＡＬＴ

24 金 冬季休業開始

（令和4年1月13日まで）

北海道バスケットボール新人大会北

大会（～26日、網走・美幌）

25 土 北海道中学生シングルス

ソフトテニス大会（砂川）

吹奏楽部クリスマスコンサート

26 日

27 月

28 火 上川二地区中学校スキー大会

（クロスカントリー・クラシカル、下川）

29 水 学校閉庁日

30 木 学校閉庁日

31 金 学校閉庁日

年末年始の学校閉庁日は、令和3年12月

29日(水)から令和4年1月3日(日)です。

ご理解とご協力をお願いします。

1２月の行事予定開拓魂 大きく羽ばたく 当中生！part８

□女子ソフトテニス
令和3年度ソフトテニス新人戦上川代表決定戦大会

11月27日(日) （当麻町スポーツセンター）

個人戦 第3位 佐藤まお 田中夢月ペア

第48回北海道中学生インドアソフト

テニス選手権大会兼第33回都道府県

対抗全日本中学生ソフトテニス大会

北海道予選会出場権獲得

□男子バスケットボール
旭川地区U15新人バスケットボール大会新人大会

兼全道新人北大会予選会（旭川市他）

10月23日（土）～31日(日) 第2位

第36回北海道中学校バスケットボール

新人大会北大会出場権獲得

□女子バスケットボール
旭川地区U15新人バスケットボール大会

新人大会兼全道新人北大会予選会

（旭川市他） 10月23日（土）～31日(日) 第2位

第36回北海道中学校バスケットボール

新人大会北大会出場権獲得

□女子柔道
第48回旭川市近隣市町村中学校柔道大会新人戦

11月7日（日）（旭川市）

団体戦 第2位

個人戦 44＋48kg級 2年 齋藤 まり 第2位

52＋57kg級 1年 保里 和風 第3位

63kg級 1年 扇谷心々菜 第1位

□美 術

令和3年度

「わたくしも交通安全運動」

ポスターコンクール

最優秀賞 1年 高木 桜子

優 秀 賞 1年 大橋 美音

1年 佐々木由珠

1年 保土澤莉榎

2年 佐藤 凜

2年 中瀬 澪

表彰式の様子
～11月27日(土)


