
＜教育目標＞ 進んで学び 心豊かな活力ある生徒

令和４年度の重点目標
「基礎基本の定着を図る」 確かな学力、挨拶、返事、適切な言葉遣い
「自 己 決 定 力 を 育 む」 自分で考え、決めて、実行し、その行動に責任をもつ

様々な活動で多くを学ぶ生徒達～6月の様子から

令和４年６月３０日

当麻町立当麻中学校

令和４年度学校通信 NO.３

コロナ禍の中、感染対策に工夫をしながら、６月に予定
されていた行事や学習活動は順調に行われました。生徒達
は、様々な活動を通して多くのことを学んでいます。学習
課題と向き合い、自分から考える力を身に付けています。
また、級友や仲間とのかかわりを通して、コミュニケーシ
ョン力を高めたり、相手を思いやる心を育んだりしていま
す。日常生活で行われる体験が生徒達のよりよい学びに結
びついています。これからも感染症対策を講じながら、活
動を進め、今年度の重点目標の達成をめざしていきます。

青少年健全育成町民ネットワーク「声かけ・あいさつ運動」

あいさつは 元気と 笑顔と つながりと

写真～上は避難訓練の様子。左は
日常の授業の様子（ICT機器の使用）｡

下は体育・走り幅跳びの様子。生徒は

いつでも、どんなときにも真剣です。

当麻町はこれから小中一貫教育を推進します

「義務教育終了時の姿」 ふるさとに誇りをもち、仲間とともに未来を切り拓く子ども



6月中旬から下旬にかけて、上川管内の各会場に
おいて、中体連大会が開催されました。陸上から球
技、格技と各種目で熱戦が繰り広げられました。
3年生にとっては、部活動の集大成となる大会と

なり、これまでの活動を通して感じてきた様々な思
いを胸に、全力で挑みました。また、１、２年生は
その思いに応えようと、一生懸命な姿で競技に挑み
ました。結果はさておき、一人一人にとって心に残
る大会になったと思います。
今年もコロナ禍の開催でしたが、種目によっては

保護者の観戦が行われ、少しずつ以前のような大会
の雰囲気が戻ってきました。保護者、地域の皆様に
は、感染拡大防止のご協力と、生徒への励ましやご
声援をいただきありがとうございました。

南部地区中体連大会開催南部地区中体連大会開催



当麻町立当麻中学校いじめ防止基本方針
令和４年４月１日改定
当麻町立当麻中学校

１ 趣旨
「いじめ防止対策推進法」第13条及び第22条に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見、
いじめに対する措置についての方針や行動計画等を定め、学校全体として実効性のある取組を推進するも
のとする。

２ いじめの「未然防止」と「早期発見」のための年間目標
① いじめは、どの子どもにもどこの学校でも起こり得ることを踏まえて、いじめ問題に対して積極的に
認知し組織的に取り組む。

② 計画的なアンケートの実施・分析、並びに教職員研修を通して、いじめについての共通理解、生徒の
状況等の情報共有や組織として取り組む体制づくりを図る。

③ 人権教育・道徳教育を充実させ、生徒の生活態度・意識を向上させるとともに、適切な人権意識を身
に付けさせ、いじめの未然防止を図る。

④ 学習指導や進路指導を充実させると共に、ＨＲ活動・生徒会活動・様々な学校行事等の特別活動や部
活動を積極的に推進し、お互いを認め合える人間関係や集団づくりを構築し、生徒が自己有用感をもつ
ことにより、いじめの未然防止を図る。

⑤ 教育相談体制を充実させると共に、生徒との信頼関係を醸成し、生徒の心の変化をいち早く捉え、い
じめの早期発見・早期対応に努め、人間関係の修復・改善を図る。

３ 主な年間の取組 ４ いじめ防止等への組織的対策

【１学期】
□「学校いじめ防止基本方針」の
公表

□対面式
□教育相談
□いじめに係るアンケート
□子ども理解支援ツール「ほっと」
の実施

□体育大会
□情報モラル教育
□人権･道徳教育
□ネットパトロール

【２学期】
□学校祭
□いじめに係るアンケート
□教育相談
□全学年実施の三者懇談
□生徒会企画行事
□子ども理解支援ツール「ほっと」
の実施

□人権･道徳教育
□ネットパトロール

【３学期】
□ネットパトロール
□人権･道徳教育
□卒業式

５ いじめ発生時の対応
○加害者への対応
・内容に応じた指導（場合によっては校長訓戒や家庭謹慎（特別
指導）もある）を行うとともに、被害者への謝罪を行う。

・刑事犯罪行為を伴う場合、警察や児童相談所等の関係機関とも
連携する。

・原因の除去･解決を図る事後指導を十分に行い、再発防止に努
める。

○被害者への対応
・スクールカウンセラー等も活用し、心のケアを十分に行う。
・好ましい人間界型の構築や自己有用感の獲得を図る事後指導を
十分に行い、再発防止に努める。

○傍観者への対応
・傍観していることもいじめの助長につながることを正しく理解
させる指導を、十分に行う。

・いじめを見かけたとき正しい対処法（先生に相談する、仲間と
協力して仲裁に入るなど）を理解し、実行できるよう指導する。

いじめ防止対策推進法より（参考）

（学校いじめ防止基本方針）

第13条 学校は、いじめ防止基本方針又はいじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、

当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織）

第22条 学校は、該当学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の

複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者による構成さ

れるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。



1 金 3年かたるべ交流会

2 土 漢字検定

3 日

4 月

5 火 私立高校・高専説明会

第2回ＰＴＡ本部役員会

6 水

7 木 ＡＬＴ

8 金 中体連上川代表決定戦

9 土 中体連上川代表決定戦

旭川吹奏楽祭

10 日 （中体連上川代表決定戦）

当麻神社祭～吹奏楽部行進演奏

11 月

12 火 2学年宿泊研修 1年生遠足

上川高校体験入学

13 水 2年生宿泊研修

14 木 2年生回復休業日 ＡＬＴ

15 金

16 土

17 日

18 月 海の日

19 火 研修日

20 水 ネット犯罪・薬物乱用防止

教室

21 木 ＡＬＴ 大掃除

22 金 1学期終業式

23 土 夏季休業開始（～19日まで）

24 日

25 月 北海道卓球選手権旭川地区大会（～

27日）

26 火

27 水

28 木

29 金 全道ソフトボール大会

（～8月1日）

30 土

31 日

当麻中卒業生が教育実習生として学ぶ
6月6日から3週間、当麻中学校の卒業

生である佐藤真夢さん（札幌市）が教育実

習生として来校しました。生徒と一緒に活

動し、教職につ

いての学びを

深めました。期

間中は、生徒

と共に充実し

た日々を過ご

すことができ

ました。

７月の行事予定開拓魂 大きく羽ばたく 当中生！part2

□男子ソフトテニス少年団
第56回北海道中学選手権ソフトテニス大会

6月12日(日)（旭川市花咲テニスコート）

男子個人 第5位 大平 尚弥 中島 由翔 組

□野球部
第３２回上川中央地区中学校野球鷹栖大会

6月4日(土)（たかす球場） 第3位

□男子バスケットボール部

第47回富良野沿線中学校バスケットボール大会

6月4日（土）～5日（日）（富良野市立富良野西中学校体育館）

優 勝 優秀選手賞 田中太陽

□女子バスケットボール部

第47回富良野沿線中学校バスケットボール大会

6月4日（土）～5日（日）（富良野市立富良野東中学校体育館）

第2位 優秀選手賞 田村優月

令和４年度上川南部地区中体連陸上競技大会
6月11日(土)～12日（日）深川市陸上競技場
女子共通 8 0 0 m 第１位 ２年 保里和風

女子共通砲丸投 第４位 ２年 扇谷心々菜
女子共通150 0 m 第５位 ３年 齋藤まり

※入賞者のみ掲載

令和４年度上川南部地区中体連球技・格技大会
☆…【上代出場】

□男子ソフトテニス
団体戦 優勝☆
個人戦 大平・中島ペア 第２位☆ 仁木爽・宮嶋 第３位☆

清野・小林ペア 第３位☆ 細野・田中ペア ベスト８☆
楠木・中川ペア、仁木康・佐藤ペア、日下・松本ペア 惜敗

□女子ソフトテニス
団体戦 第２位☆
個人戦 佐藤結・佐藤まペア ベスト８☆

水口・清野ペア ３回戦進出
佐藤杏・石上ペア２回戦進出

□男子バスケットボール
２回戦 当麻中 93－34 上富良野中
準決勝 当麻中 74－38 鷹栖中
決 勝 当麻中 92－40 中富良野中 優勝☆
優秀選手賞 ３年 田中太陽

□女子バスケットボール
２回戦 当麻中 79－24 鷹栖中
準決勝 当麻中 43－51 士別中・士別南中
３位決定戦 当麻中 62－52 東神楽中 第３位☆
優秀選手賞 ３年 田村優月

□男子卓球
団体戦 予選リーグ 第５位
個人戦 １年大原 ２年薄 ３回戦進出

２年國行 ２年美頭 ２年稲田 ２年高橋
２年久米田 ２回戦進出
２年菊池 ２年濱田 １年相内 １回戦惜敗

□剣道 個人戦 １年鈴木 初戦惜敗

□野球 ２回戦 当麻中 １－２ 富良野西中


