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第２学年主任  長谷川 英和   

宿泊学習当日に向けての事前準備として、一人一人がメッセージを書き込んだ「てるてる坊主ストラップ」を作

成し、結団式で交換し合いました。お互いのメッセージを読みながら２日間への意識を高めることができた前日でし

た。「個人として楽しむだけでなく、集団で行動するからこそ得られる達成感や充実感をたくさん感じ取る２日間にし

てほしい」との想いをもって、とともに過ごした２日間。活動中の“顔晴る”姿を見て、集団としての楽しみや学校を離

れたからこそ学べたことが数多くあったと実感しています。 

４月 26 日に宿泊学習について説明をしてから約 1 ヶ月間、係活動を中心としながら、市場での買い出しや炊

事、防災学習、卸売市場見学に向けた準備を班ごとにすすめました。係長や班長が中心となって見通しをもちな

がら係活動をすすめる姿が立派でした。仕事に責任をもって話し合いに積極的に参加し、しおり原稿の作成や係

として決定したことを班や学級全体に説明するなど、一人一人の活躍の場が見られ、学年目標『八重桜』を具現

化しようとする姿勢を強く感じました。 

当日は、特に炊事活動やナイトレクで気持ちを一つにして時間を共有し、仲間との絆を深めることができたと思い

ます。また、２日間を通して、買い出しや宿泊、防災調査、卸売市場見学などで多くの方との出会いがあり、緊張

感を持ちながらも対応してくださった方への感謝の気持ちを言葉や態度で示す姿も印象的でした。 

事後学習では、防災学習の訪問先で得られた内容を模造紙に整理し、得られた情報を交流し合うことで学び

を深めることができました。交流後の発表では、防災についての正しい知識をもつことや想定されることを安易に信じ

てはいけないこと、想定外のことを想定内にすることが大切であるとの発言があり、沿岸地域の防災の実情を知り、

災害に対して自分たちはどう行動するべきかを考える貴重な活動となったことがうかがえました。 

学級・学年ミーティングや解団式を通して、集団としての成果を共有するばかりでなく、課題を見つけ、これから

の生活に生かそうとする発言がたくさんありました。宿泊学習後の取り組みとして、学年プログラム委員会が中心と

なり、月目標を立てて呼びかけをし、それに応えるフォロワーの姿からさらなる成長への期待がふくらみました。まさに

「志」が調和した活動であったと言えます。 

個人の成長は集団の成長であり、集団の成長は個人の成長です。互いを認め合い、支え合い、刺激し合いな

がら、ともに成長し続けてほしいと思います。 

第７１期生の仲間だからこそできる「あすをつくる」ことを期待しています。 

 

新しい色を咲かせていこう 僕たちの色で未来を作ろう 

（宿泊学習テーマソング 『イロトリドリ』より） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新学年がスタートして２ヶ月、第２学年は、5 月 29 日（月）から 30 日（火）にかけて、小樽での宿

泊学習に臨みました。市場における買い出しといった貴重な経験を経て、仲間と協力してつくった夕食

は格別なものであったと思います。また、第１学年から継続して取り組んでいる防災に関する学習も大

変意義深いものとなったようです。 

実行委員長の寺元くんから、第２学年の今後へ向けての展望が次のように語られました。 

 

 

 

一人一人が集団のために動く力 
 宿泊学習実行委員長 ２年Ａ組 寺元 凜太郎  

 

 

宿泊学習を終え、第 71期生には確かなものが残りました。それは、“一人一人が集団のために動く力”だと思い

ます。 

宿泊学習を行う前の僕たちは、何かをするときに人に頼ってしまったり、一つ一つのことを自分ごととして考えられ

なかったり、一人一人の心持ちがバラバラであったりしました。しかし宿泊学習では、個々が大切な役割をもつこと

で、「自分が集団の中でどうあるべきなのか」を改めて考えるきっかけになったと思います。具体的には、各係活動

がよい例に挙げられます。 

また、宿泊学習の中で「感謝」の想いを大切にしたいと思っていました。これには、人への感謝だけでなく、もの

への感謝など、様々なことがらにつながっていくと考えます。実際、活動中においては、仲間の感謝の想い、また、

自然に対する感謝の想いをたくさん実感することができました。特に、学年のために一生懸命動いてくれた仲間に対

し、互いに感謝の気持ちをもつことで、自然と協力する力が深まっていったように思います。 

一方で、課題も多く見つかりました。周りを見る、ということはもちろん大切ですが、先を見通した行動を心がけるこ

との大切さにも気付くことができました。今後は、日常生活において、見通しをもって臨んでいきたいです。 

最後に、宿泊学習をもう一度振り返り、目の前のことから行動し、一つ一つが輝く「八重桜」の花を、学年みん

なで咲かせていきたいです。 

 

【炊事の一コマ ～おいしくできたかな？～】 

【小樽海上保安庁巡視船での研修】 



 

 

聞き手）この度は、文部科学大臣賞表彰の受賞、
誠におめでとうございます。今のお気持
ちをお聞かせいただけますか。 

 
歌原）ありがとうございます。実感がわかな

いというのが、正直なところですが、身
に余るとても光栄なことだと感じてい
ます。 

 
聞き手）歌原会長には 4 年間、PTA 会長をお

引き受けいただいていますが、PTA 活動
にはどのようなお気持ちで関わってい
らっしゃるのでしょうか。 

 
歌原）附属では、2 人の子どもがお世話にな

っています。彼らの様子を見ていると、
学校生活がとても楽しそうで、本当にい
い学校にお世話になっているな、といつ
も感じているところです。そのような学
校に、何か少しでもご恩返しがしたいと
いう想いが PTA 活動に携わるきっかけ
となりました。小学校の頃から父親委員
として活動してきましたが、その流れを
継続し、今の役職にも就かせていただい
ています。 

 
聞き手）本校の PTA 活動に関わりまして、ど

のような印象をお持ちですか。 
 
歌原）お一人お一人が、一生懸命関わってい

らっしゃっていて、素晴らしい活動をさ
れているなと感じています。各々が専門
家のようなイメージですね。とことん磨 

  こうとしている姿が 
すごいと思います。そ 
して、仲がよく協力体 
制が大変強固ですね。 
さらに、これらのこと 
は、子どもたちにも、 
先生方にも言えるこ 
とだと思うんですよ。 

 

 

 

長きにわたって本校 PTA活動に尽力されてこられた歌原邦芳〔うたはらくによし〕現 PTA会長（H26

～H29）、ならびに、五十嵐徳美〔いがらしとくみ〕元 PTA会長（H19、H23、H24）が、この度、全

附 P連創立 65周年記念事業の一環で、文部科学大臣表彰を受けられました。今回は、歌原会長から、

受賞の喜びと PTA活動に関わる想い、そして附中生へのメッセージをインタビュー形式でご紹介いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文部科学大臣表彰授与式にて（東京）】 

 
 
歌原）何事に対しても、確固たる目的意識を

もち、自分の意思で責任をもって選んで
取り組んでいる。そして、成果と課題を
整理し、次へとつなげている。さらに、
互いに協力し、互いを生かし合っている
…。共同体意識が育っているって言うの
かな。まさに「共創の学校」の理念が、
関わるすべての人によって体現されて
いると思います。 

 
聞き手）それでは、最後に、附中生へ熱いメッ

セージをお願いします。 
 
歌原）自分のためだけでなく、他者のために

も本当の力を身に付けてほしいです。あ
なたの周りにいる友人のために、また、
地域が元気になるために自分は何がで
きるか…、そんなことを考えて様々な力
を身に付けてください。 

  そして、世界にもしっかりと目を向けて
いきましょう。札幌と世界の距離は一層
縮まってきています。特に、札幌・北海
道は今、世界中から注目の的ですから！
将来、もし道外に出ても、「鮭」のよう
に様々な経験を積んで、たくましく帰っ
てきてほしいですね。あるいは札幌・北
海道のためにぜひ貢献してください。み
なさんのことを応援しています！ 



 

 

 
過日、本校第 23 期卒業生の竹田 勝男（たけだ かつお）様と、 

松田 晃（まつだ あきら）様が来校され、 

後輩たちのためにということで図書カードを 

寄贈してくださいました。その際、附属中で 

の学生生活を懐かしそうに語られていたご様 

子が、大変印象に残っています。今後、各教 

科の授業において活用することができる書籍 

を購入する予定です。本当にありがとうござ 

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育研究大会に向けて 
研究主任  小路 美和 

 

東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年は小学校で、そして翌年は中学校で新

学習指導要領の全面実施が始まるなど、教育に求められることが大きく変化する時を迎えています。

これからのめまぐるしく変容する社会では、激しい変化に耐えうる幅広い知識や、柔軟で高度な思

考力や判断力が求められます。答えの出ない課題に向き合い、多様な知恵をもつ他者と協働して、

新しい知識を創造していく能力が必要となります。つまり、「何を知っているか」だけではなく、

それらを使って「何ができるか」「いかにして解決できるか」が問われる時代であり、学校教育に

は、「何を学ぶか」に加えて、「どのように学ぶか」が大切な視点となってきます。このような社会

に向かっていく生徒達には、中学校 3 年間でどのような力を育むことが大切なのか、本校では全教

員が求める生徒の姿を共有し、教育活動を推進しています。 

 

本校では、現在、「自己を拓き、協創する生徒の育成」を研究主題とし、研究の２年目を迎えて

います。本校の生徒達は、粘り強く「学び」に向かうことができ、仲間と共に課題を解決していく

「学び合い」に大きな価値を見いだしています。また、多くの行事や生徒会活動にも、積極的に取

り組み、仲間と協力しながら自分たちの力で活動を推し進める姿は大変素晴らしいと感じています。

一方で、自分自身を客観的に捉えることや、自らの殻を破って新たな一歩を踏み出すことには課題

があると捉えています。困難な課題に立ち向かう前に挑戦することをあきらめてしまうのではなく、

自分や集団の理想の姿を描き、その実現に向けて仲間に働きかけ、互いのよさを活かしながら課題

や問題を解決し、自己を更新していくことができる姿を願い、研究を進めています。 

そのための方法として、各教科や領域では、仲間の成長を支え共に活かし合いながら、学びの見

通しをもって解決の方法を計画したり、解決に必要な資源（情報、材料、音、言葉など）を選択し

たりすることを通して課題解決に向かう学びを展開しています。 

【卒業生 竹田様（左）と松田様（右）】 



 

 

もう一つの方法として「学び舎の創造」が

あります。求める生徒の姿へと育んでいくた

めには、一つの授業で身に付けた力をつなぎ

合わせ、活用・発揮する場があることや、そ

の力を継続的に積み上げていくことが必要

です。また、様々な「ひと・もの・こと」と

関わり合い、新たな価値を生み出すことがで

きる環境、つまり、地域や社会、大学とのつ

ながりや保護者等との連携など、大きな枠組

みの中で「学校の在り方」を模索していくこ

とが大切であると考えています。具体的には、

今年度から「社会参画力」を柱として、全学

年で総合的な学習の時間のねらいと内容を

刷新し、実践を行っています。総合的な学習

の時間では、各教科や道徳、特別活動で身に付けた力をつなぎ合わせ、活用していきながら、自分

たちで課題を設定し、多くの他者と協働して探究的な学びを展開していきます。1 学年では「あい

の里地域」を取り上げ、自分たちと地域社会とのかかわりを考える探究的な学びを行っています。

これまでに、あいの里フィールドワークを通して、あいの里地域の人々とかかわりながら、「あい

の里はどのような地域なのか」を考えてきました。2 学年では、自分の理想とする生き方を追究す

る探究的な学びを行っています。これまでに、保護者や大学生にインタビューをしたり、自分年表

を作成したりしながら、「生きがい」について考えてきました。３学年では地域や社会の問題につ

いて研究する探究的な学びを行っています。これまでに、教育大学の戸田先生から「研究」の進め

方についてご指導いただきながら、自分の研究の目的を設定し、9 月の初めに行うフィールドワー

ク先を決定してきました。 

また、現在、社会参画力との結びつきを踏まえた各教科・領域のカリキュラムの編成にも取り組

んでいます。今後とも、地域や社会、大学とのつながりや保護者等との連携をこれまで以上に大切

にし、「学び舎の創造」に取り組んでいきたいと考えております。 

 

7 月を迎え、今年も研究大会の時期が近づいてきました。今年度の研究大会は７月２６日（水）

に行われます。研究大会は、本校の研究の成果を全道・全国の皆様に発信することが目的の一つで

す。同時に、研究大会を通して一番成長するのは、我々教員と生徒達です。研究大会では、「学び

合い」を大切にしている本校の学びの姿が存分に発揮されます。仲間と協働していきいきと学びを

推し進める姿は、本当に素晴らしく、多くの参会者に自分たちの学びを見ていただくことを通して、

生徒達も成長します。また、授業だけでなく、準備活動においても同様です。前日の会場設営は１

年生が担当します。附属中学校の生徒として初めて行う会場設営を通して、研究大会とは教師と生

徒、保護者の皆様みんなの力で創り上げるものであるという実感につながります。さらに、当日の

受付は保護者の皆様とともに、3 学年の生徒 60 名が担当します。おもてなしの心をもって、参会

者を迎えるという経験も生徒たちを大きく成長させてくれるでしょう。研究大会という附属中学校

の大切な 1 日を通して、多くの成長ができることも研究大会の大きな意義であると感じています。 

【今年度の教育研究大会のポスター】 



 

 

最後に、研究大会に向けて、保護者の皆様には事前の環境整備や大会の運営等で大変お世話にな

ります。保護者の皆様の支えがあって、はじめて開催できる研究大会です。毎年、心を込めたおも

てなしをしていただき心より感謝しております。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

日（曜日） 行事等の予定 最終下校バス時刻（予定） 

1（土）  ※部活動可（中体連：サッカー、テニス）  

2（日）  ※部活動可  

3（月） 事前研究会（3時間授業、給食なし） 12:15 

4（火） 委員会・専門局会 16:50 

5（水） 3年英語力調査、合唱祭学活、5時間授業、研究日 16:05 

6（木） 藤華祭 PJ活動 16:50 

7（金） 附属小学校研究大会①  

8（土） 
附属小学校研究大会② 

 ※部活動不可（中体連のみ可：バスケット、テニス、バドミントン） 
 

9（日）  ※部活動可（中体連：バスケット、バドミントン）  

10（月） 台北市立大学留学生訪問① 16:50 

11（火） 台北市立大学留学生訪問②、職員会議、5時間授業 15:10 

12（水） PTA役員会、研究日 16:05 

13（木） 藤華祭 PJ活動 16:50 

14（金）  16:50 

15（土） 父親委員会環境整備 ※部活動不可  

16（日）  ※部活動不可  

17（月） 海の日 ※部活動不可  

18（火） 学び舎の創造交流会準備 16:50 

19（水） 研究日 16:05 

20（木） 研究大会に向けての学活、集会 16:50 

21（金） 学び舎の創造交流会準備 16:50 

22（土） 
研究大会特別日課（土曜日登校、弁当持参）、 

大掃除、会場設営 

1年 麻 15:35 栄路線 15:35 

2・3年 麻 14:10 栄 14:10 

23（日）  ※部活動不可  

24（月） 振替休業日 ※部活動不可  

25（火） 研究大会特別日課（2時間授業、給食なし） 11:45 

26（水） 教育研究大会 学級によって異なります 

27（木） 夏期休業前集会、前期末テスト範囲発表 12:10 

28（金） 夏季休業（～8/24）  



 

 

 


