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附属札幌中学校の玄関を入ると目に飛び込ん
でくる『つながり』という文字。これは、今から
約７年前、第 62 期生が自分たちの学びに対する
想いを込めて書いた文字です。当時、全校生徒が
一堂に会し、『附中の学び集会』を開いて、自分
たちの“学び”について、議論する時間をもってい
【本校玄関に飾られている『つながり』という文字が書かれた書】

ました。その時の議題は、『私たちの「今」の学
び、「今後の学びで大切にしていくこと」につい

て』
。そして、附中の学びで大切にしていく言葉として選ばれたのが『つながり』でした。
この言葉は、現在においても在校生の学びにおいてはもちろん、諸活動におけるキーワードとして
脈々と息づいています。さらには、保護者の皆様もご承知の通り、附属札幌中学校においては、「共創
の学校」の理念に基づき、生徒・保護者・教職員が三位一体となるだけではなく、小学校、ふじのめ学
級、大学や地域の皆様との連携も含め、ますますの発展を遂げており、まさに「つながり」が本校の大
きな支えとなっています。
開校 70 周年を一つの区切りとし、伝統を重んじつつも、新たな学校づくりがスタートしました。
『つ
ながり』をキーワードに、学校だよりにおいても、附属札幌中学校の「今」を紹介するとともに、「未
来」に向けての展望についてもふれて参りたいと考えております。

附属

花プロジェクト活動

５月 13 日（土）
、 PTA 父親委員会の活動と
して、「附属花プロジェクト活動」が開催され
ました。この活動は、今年度で 18 回目を迎え
ます。学園広場に多くの花を咲かせることで、
子どもたちの教育環境を整えることが目的と
なります。また、普段関わることが少ない小学
校、中学校、ふじのめ学級の保護者が共同して取
り組むことで、附属札幌の『つながり』を深める大切
な機会となっております。
【小・中・ふじのめの保護者、児童・生徒が集まっての記念撮影】

なお、この活動には、本校 PTA 役員をしていただいておりました緑化デザイン株式会社の小林勝美
様にサポートしていただいています。活動の冒頭、小林様から「花も人も愛情をもって育てることが大
切です。小・中学生のみなさんには、今後花への水やりを大切に行っていってほしい。」とのお話があ
りました。事前登校日で、共同して作業をする１年生（クリーンプロジェクトメンバー）もうなずきな
がら聞き入っている様子が印象的でした。
活動では、花の植栽だけではなく、なかなか手の届かない側溝の清掃などにも取り組んでいただき、
大変美しくなりました。お忙しい中、活動に参加していただきました保護者の皆様、ありがとうござい
ました。

本校父親委員長をお引き受けいただいている PTA 副会長 加々見寛行様から、附属花プロジェクト
を終えての文章をご寄稿いただきましたので、ここでご紹介いたします。

心を育てる附属花プロジェクト
PTA 副会長・父親委員長

加々見寛行

今年度 PTA 副会長および父親委員長を仰せつかりました加々見寛行と
申します。日頃は、本校の為に多大なるご協力をいただいておりますこと、心よ
り御礼申し上げます。
先日５月１３日「附属花プロジェクト」に参加させていただきました。毎年５月
になりますと、小学校中学校の保護者と先生方１００名以上が合同で学校玄
関前の花壇に花を植え、雑草を刈り、側溝の泥を除去、芝生への肥料撒きな
どを行います。また、１年生も玄関横の花壇に自分たちの思いを表す形に花を
植えます。２時間ほどの作業ですが、学校前は見違えるほど色鮮やかで明るくなり、
保護者にとりましても我が子の学び舎の美化に関われることへの喜びが沢山溢れ、何とも言えない素敵な雰
囲気に包まれます。
私が附属花プロジェクトに関わらせてもらう様になって、１２年目となりました。この企画には、参加する人それ
ぞれの学校に対する温かな思いが込められています。花プロジェクトを行うにあたって土、花、肥料、作業具に
至るまでほとんどの準備をしてくださる緑化デザイン株式会社の小林社長をはじめ従業員の方々が、長きに渡っ
てボランティアでこの活動を支えてくださっています。また、学校前の駐車場の整備、外から死角になり防犯上
問題になりそうな木々の伐採、スズメバチが巣を作りそうな茂みを無くするなど、参加者それぞれが日頃から学
校に足を運ぶ毎に、子どもたちにとって危険な所は無いかと気に掛けて下さっている愛情が、その時々の作業
に加わります。
こういった附属を支える保護者の心は、人を教育する人を育てる教員養成の学校にとって非常に大切です。
私たちが行う活動は、学校関係者に対して良い影響を与え、ひいてはそこに通う子どもたちの為になります。
日々忙しい事と思いますが、少しの時間でも子どもたちの為に学校を支える力になっていただけたらとても有難く
思います。これからも、附属札幌中学校をどうそよろしくお願い申し上げます。

第３学年Ｃ組担任

杉本泰範

「もっと修学旅行を続けたい。」最終日、生徒がバスを降りて福岡空港に入ろうとしたとき、そのようなつぶやきが
ふと聞こえてきました。４日間の日程で疲れがピークであったとは思いますが、そのように感じられるのは、やはり旅
行の充実感、そして各学級や第 70 期生全体の集団としての大きな成長があったからなのではないでしょうか。平
和セレモニーでの思いのこもった素晴らしい合唱。短時間で打ち解け、充実した話し合いができた長崎附中交流。
忘れられない思い出となった学年レク。どれも本当に充実していました。そして毎晩、学級ミーティングでその日の
成果と課題を確認し、翌日も旅行を楽しみながらも自己や集団の成長を願い、実践しようとする姿からは、たくまし
さも感じられるようになりました。「大志を抱き、勇気と優しさをもって行動し、和を広げる学年」の実現に向けても、
大きな一歩につながったのではないかと思います。改めて、業者の方のご尽力や、保護者の皆様のご助力に感謝
申し上げます。
修学旅行の大きなプログラムの１つである平和学習については、３日間の日程の中で生徒一人一人が平和へ
の思いを深めている様子が見られました。修学旅行 My Sheet の記述をいくつか紹介させていただくと、「私が思う
平和とは“人間らしく、自分らしく”いられることだと思う」という記述や、平和セレモニーでの「平和への思いを思い
浮かべながら歌うと、この歌がいつもより重みのあるもののように感じた」という記述が見られました。一人一人の平
和への思いの深まりや変容を、生徒自身がはっきりと実感している様子がうかがえます。そして長崎附中交流につ
いての記述には「平和についてたくさん考えていることを聞いたりして、新たな視点でみることができた」といった、同じ
世代の生徒どうしだからこそ強く伝わり合ったことが読み取れます。生徒の平和への思いの深まりは、「修学旅行
で学んだことや感じたことを自分たちだけで収めることなく、それを私たちも周りに発信していきたい」という多くの生徒
の意見や、修学旅行を楽しんでいる自分は幸せであるという意識、そして様々な人のおかげで今の自分があるとい
う「感謝」の意識の高まりにつながっていきました。
かけがえのない仲間と共に素晴らしい時間を共有し、このような学びを通して人間的にも大きく成長した第 70 期
生は、きっと今後も最上級生として、最高学年を目指して互いに高め合っていくことでしょう。４日間で得られたこと
を今後につなげ、一層成長することを願っています。
5 月 14 日（日）～17 日（水）にかけて、第３学年が九州方面への修学旅行に出かけました。札幌か
ら約 1500 ㎞も離れた長崎の地に赴き、様々なものを見聞きし、日常生活の中で学ぶことができない貴
重な経験をしてきたようです。特に、７年間に渡って取り組まれている長崎大学附属中との交流では、
同じ年齢の仲間と「平和」について語らうことを通し、『つながり』を実感してきたようです。下の写
真の表情からも、充実した４日間であったことがうかがえます。そして、実行委員長の金子さんの文章
からは、今後につなげる想いが力強く述べられていました。

【長崎大学附属中生徒の交流】

【食事風景のひとコマ】

４日間で得たこと
修学旅行実行委員長 ３年Ｃ組 金子 海
修学旅行を終えて、改めて振り返ってみると、本当に第 70 期生にしか創ることができない、素晴らしい４日間で
した。きっと、私も含めて全員が「この学年で良かった」と思えたと感じています。
修学旅行スローガン「ピース」

学年全員が、共に行動する集団のために自分の役割を果たし、パズル

のピースのようにまとまることで、一つの素晴らしいパズルができました。そして、平和をテーマにした４日間、真剣な
姿で学習に臨み、平和についてじっくりと考えることができたことで、もう一つの意味、ピース（平和）も充分に達成さ
れたと実感しています。
私たちは、結団式から「第 70 期生の伝説となる４日間にする」という心意気をもって臨みました。修学旅行で大
きな成果が見られましたが、本当の伝説にするためには、もう一歩踏み出す必要があると考えます。３学年の学年
目標は「積鳴（つなぐ）」。学びを積み、成果を共有することで達成されますが、修学旅行での学びを全体で共有
し、これから先の生活に活かすことが今後重要になると思います。
この４日間、私たちは多くの学びと成果と素晴らしい想い出を持ち帰ってきました。旅行を支えてくださった方々
への感謝を大切に、学びを生活に活かしていければと思います。そして、卒業までに学年がさらに結束を固め、学
年目標に近付くことができるよう、一日一日を大切に過ごしていきます。

第１学年主任 佐藤 敦
気持ちのいい青空のもとに行われた第１学年の学校宿泊学習には、「仲間との絆を深める」「あいの里地域を知る」
「災害に対する備えや防災についての取り組みを知る」の３つの柱がありました。
「仲間との絆を深める」では、中学校生活に慣れてきたこの時期に、さらに学級の仲間の良さを知り、それを第 72 期
生全体に広げるねらいのもと、プロジェクト活動やあいの里のフィールドワーク、学年レクなどの活動を、学級の枠を外し
たＡ組からＤ組の混合メンバーで取り組みました。プロジェクト活動立ち上げ時は少しぎこちなさも見られましたが、一緒
に活動内容を考え、体を動かす中で、互いのことを知り、当日は、笑顔で協力し合う姿が見られました。
「あいの里地域を知る」では、生徒が長い時間を過ごすこのあいの里の地域のことを知ることをねらいとしてフィールド
ワークを行いました。インターネットやパンフレットの情報に頼るのではなく、実際に自分の足を使い、施設や事業所の方
へのインタビュー活動を通して、仕事の内容やあいの里地域と関わり、災害に対する備えなどについて調べました。また、
集めた情報をまとめ、２日目には、フィールドワークの成果発表として「あいの里情報交流会」を行いました。生徒からは、
「普段何気なくバスで通り過ぎてしまう街並みのことが知れてよかった。発見がたくさんあった。」などの声が聞こえ、自分
たちの生活との関わりについて理解を深めることができたようでした。
「災害に対する備えや防災についての取り組みを知る」では、事前に佐々木校長先生から、「備えは普段から」という
話を伺い、また、札幌管区気象台の方からは、札幌市で想定される災害と自助・共助について学びました。当日は、体
育館や実習生室といった広い空間に寝袋で寝たり、中学校に保管されている保存食を朝食として食べたりしました。は
じめ、生徒には、「朝食は保存食のご飯だけ」と話していましたが、キズナＰＪからの災害の恐ろしさや避難所生活の大

変さなどについての発表を聞いた後、おかずとお味噌汁を出すと、「普段、当たり前のように食べているおかずや温かい
お味噌汁がこんなにうれしいと思わなかった。」などという声が上がりました。
第１学年の学校宿泊学習では、自分たちの生活が、保護者の方や地域の方などたくさんの方に守られ支えられてい
ることを、自分の「からだ」で実際に感じることができた貴重な２日間になったと感じます。そして、これからの中学校生活
を仲間と支え合い、助け合いながら自分と仲間の成長のために「こころ」から動いていける、そうしたスタートラインになると
感じました。最後になりましたが、今回の学校宿泊学習は、多くの保護者の皆様にご協力いただき、また学年レクや交流
会を参観いただき、生徒にとって有意義な、そして、素敵な思い出となる学校宿泊学習となりました。心より感謝申し上
げます。
5 月 19 日（金）
・20 日（土）の２日間、第１学年は、本校・あいの里地域において、学校宿泊学習を
行いました。附属札幌中に入学して約 1 ヶ月半、緊張感が少しずつほぐれ、仲間との『つながり』が徐々
に深まっている中での行事でした。様々なプログラムの中で、その絆は一層強固なものとなったことで
しょう。また、日々の生活を送っている学校を大切に思う気持ちや、あいの里地域の方々に支えられて
いることを実感するよいきっかけとなったのではないでしょうか。そして、実行委員長の中井くんの文
章からは、みんなで学年目標達成へ向けて取り組んでいこうとする強い決意が感じられました。

【ＦＷの様子 札幌北消防署あいの里出張所にて】

【朝食の様子 防災用非常食をいただいています】

学年目標「声」に近付くために
学校宿泊学習実行委員長 １年Ｂ組

中井 仁星

「声を意識するって何だろう。」僕は学校宿泊の途中、そう思いました。
「声を意識する」とは、僕がしおりに書いた言葉です。そこで僕は「声を掛け合うこと」だと考えました。学校宿泊の中で、
その姿をたくさん見ました。まず PJ 活動です。学プロで MAP を作成しているとき、一人一人が「声」を発し、「声」を掛
け合っていました。さらに外からもクリーン PJ の「声」も聞こえてきました。（僕は直接見ることができませんでしたが、）他の
PJ も一緒だと思います。
そして、発表会の準備です。FW で調べたことを各班が「声」を掛け合い、協力して準備をしている姿を見て、しおりに
かいたように「声」への階段を上ることができていると感じました。これは普段の生活でも同じです。「声」を自分から発し、
掛け合うことで学年目標に一歩ずつ近付くと思います。そのために、僕も自ら「声」を発し、学年目標を達成したいで
す。

日（曜日）

行事等の予定

最終下校バス時刻（予定）

1（木） 開学記念日
夏服移行開始、3 年 A 組家庭科幼稚園訪問、研究日、
2（金）
5 時間授業
実用英語技能検定、日本漢字能力検定
3（土）
※部活動可
4（日）
※部活動可
5（月） 委員会・専門局会、3 年 B 組家庭科幼稚園訪問
前期中間テスト範囲発表、全学年 QU 検査、
6（火） 3 年 C 組家庭科幼稚園訪問、
北海道地区 PTA 連合総会・実践協議会
7（水） 研究日
8（木） 主免オリエンテーション③、2 年総合：大学生交流
9（金） 1 年心臓検診、前期生徒総会
10（土） ※部活動可
11（日）
※部活動可
12（月） 1 年学年懇談会、委員会・専門局会
13（火） 札教研事業（春の研究集会）、小中合同避難訓練
14（水） 2 年学年懇談会、1 年眼科検診、研究日
15（木） 3 年学年懇談会
16（金） 教職大学院実習終了、テスト前諸活動停止、全校道徳
17（土） ※部活動不可（中体連：卓球）
18（日） ※部活動不可
19（月） 職員会議、4 時間授業
20（火） 前期中間テスト（国・数・社・理・英）
21（水） 研究日
22（木）
23（金） 授業参観、学級懇談会
24（土） ※部活動可
25（日） ※部活動可（中体連：卓球、サッカー）
26（月） 夏服完全実施、1・2 年教育相談①
27（火） 1・2 年教育相談②、藤華祭大綱審議学活
28（水） 1・2 年教育相談③、5 時間授業
29（木） 藤華祭 PJ 選出学活
30（金） PTA 初夏の集い、得点通知表配付

15:05

16:50
16:50
16:05
16:50
16:50

16:50
12:40
16:05
16:50
16:30

14:10
16:50
16:05
16:50
15:10

1・2 年
3年

麻 16:50 栄路線 16:45

1・2 年
3年

麻 14:10 栄 14:10

麻 16:50 栄路線 16:45

1・2 年
3年

麻 14:10 栄 14:10

麻 13:10 栄 13:10

麻 15:20 栄路線 15:15

16:50
16:50

