
吹奏楽部 コンクール等出場のお知らせ

夏休み中に吹奏楽部が下記のコンクール等に出場し

ます。日頃の練習の成果を出せるよう頑張ってくださ

い。なお、演奏曲は 天野 正道 作曲 ファントム・ドゥ・

ラムール 幻影 となっています。

♪第２４回とよひらフラワーコンサート♪

日 時 ７月 27 日（水）１４：４０～

場 所 わくわくホリデーホール

（札幌市民ホール）

入場料 無料

♪第６１回全日本吹奏楽コンクール

札幌地区大会（B編成）♪

日 時 ８月８日（月）１４：１６～

場 所 札幌コンサートホール Kitara

入場料 前売 １，０００円 当日１，２００円

※時間は多少前後する場合があります
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８月行事予定

２５日(木) ２学期始業式

（給食あり・５時間日課）

前期定期テスト

進路説明会(１５：３０～)

２６日(金) １・２年学力テスト

８組プール学習②

２９日(月) 諸費引落日

３０日（火） ８組施設・職場見学

いよいよ約一ヶ月の夏休みに入ります。勉強・活動・旅行・休養などなど、様々な形の夏休みを過ごすことに

なると思います。

暑さによる熱中症や日射病に注意するとともに、どうしても暑さから集中力に欠けてしまうことがあります。

そのことから、交通事故や川や海での事故が例年多発します。

正しい知識をもち、正しい判断をして、自分のみならず、周囲の人の「命を大切」にする夏休みを過ごしてく

ださい。また、不審者が多く見られる時期でもあります。帰宅時間を守ることはもちろんのこと、周囲への目配

り・気配りを忘れないでください。

何かあった時は、交番・学校へ必ず連絡してください。「命を大切」にした夏休みを過ごし、８月２５日（木）の始

業式に全校生徒が元気よく登校して来ることを信じています。

『 命を大切に・・ 』
生徒指導担当 川畑 範幸

中 体 連 結 果 速 報

全市大会

≪サッカー≫

1回戦 VS 厚別北中 ３対０

２回戦 VS 発寒中 ２対５ 惜敗

≪ソフトテニス≫

男子団体 ２回戦 ＶＳ 伏見中 2 対 1

準決勝 ＶＳ 藻岩中 0対 2 全市3位

≪バレーボール≫

男子 VS 西岡北中 0 対 2 惜敗

≪バドミントン≫

男子団体 全市２位 全道大会へ

男子個人(S) 池田(3-3) 全市２位

全道大会へ

男子個人(W) 田川（３－５） 伊東（３－３）全市１位

全道大会へ

川口（１－３）西根（１－７）ベスト１６

女子個人(Ｓ) 平元（１－４）全市３位

全道大会へ

女子個人(W) 内山（３－２）村瀨（３－３）ベスト１６



♪「

羊丘中学校区青少年健全育成推進会事業

御来校をお待ちしています。なお、駐車

いいたします。

日 時 ８月２７日（土） 開場１３：００

場 所 羊丘中学校 体育館

出演団体

月寒小学校 栗の木太鼓同好会

合唱団

西岡小学校 PTA コーラス

西岡北小学校 マーチングバンド

福住小学校 スクールバンド

南月寒小学校 吹奏楽部

羊丘中学校 PTA サークル

吹奏楽部

この一学期を振り返って自分自身、色々

その中で特に成長した二つのことを話

一つ目、学級代表、学年協議長ということもあり

会が多く、緊張もしましたが、良い経験になったと

二つ目、人として成長することができました

臨みました。感謝の気持ちをもつ、次のことを

などといった、ささいなことにも気を配り

以上のことが実践でき、修学旅行への

次に夏休みの生活についてです。今年

業に専念し、この夏休みが有意義な時間

また、夏休み明けの二学期には陸上競技会

事も今まで以上に努力し、クラス一丸となって

中学生として迎える最後なのでこれからは

最後に、昨日の自分よりも成長してください

☆ALT（外国語指導助手

４月から７月までの４ヶ月、シャンテル・シルヴァ

導をし、交流を深めていただきました。

Hello, everyone!

Thank you for welcoming me to Hitsujigaoka

I am very sad to leave because the

never forget you!

Good luck in the future and I hope we can see each other again.

みなさん、こんにちは！

羊丘中学校へまたお迎えいただきありがとうございました

この学校の生徒や職員のみなさんはとても

ことは決して忘れません！

これからの御多幸をお祈りし、お互いまたお

「音楽のつどい」開催のお知らせ ♪

羊丘中学校区青少年健全育成推進会事業の一環である『第３４回音楽のつどい』を開催

駐車スペースがありませんのでお車での来場は御遠慮

００ 開演１３：３０

木太鼓同好会

コーラス「ソレイユ」

マーチングバンド

スクールバンド

吹奏楽部

サークル 羊ヶ丘コーラス

吹奏楽部

一学期を振り返って

三年三組

色々な面で成長できました。

話します。

ということもあり、責任感をもって発言・行動することができました

になったと思います。

することができました。僕はこの「人としての成長」ということをテーマに

のことを考えて行動するなど当たり前のこともそうですが

り、自分から積極的に行動できていたので良かったです

への成功へと繋がったので頑張ったかいがあったと実感

今年は昨年、一昨年と違い受験生という立場なので第一志望校合格

時間になるよう頑張っていきたいです。

陸上競技会、学校祭、合唱発表会など、大きな学校行事がたくさんあります

となって取り組みましょう。さらに、三年生にとっては学校行事

なのでこれからは意味のある一日にしましょう。

してください。それを積み重ねていけば立派な人間へと成長

外国語指導助手）シャンテル・シルヴァ先生 離任の御挨拶

シャンテル・シルヴァ先生が ALT として勤務いたしました。生徒

。お世話になりました。

Hitsujigaoka once again.

am very sad to leave because the students and teachers at this school are so kind and friendly. I will

Good luck in the future and I hope we can see each other again.

えいただきありがとうございました。

のみなさんはとても親切で優しい方々なのでお別れするのはとても

いまたお会いできることを願っています。

開催いたします。多数の方の

御遠慮ください。御協力をお願

三年三組 髙森 翼

することができました。人前で話す機

ということをテーマに掲げ、修学旅行に

のこともそうですが、靴の並べ方が汚い

かったです。

実感できました。

第一志望校合格に向けて学

がたくさんあります。どの行

学校行事が、今この一日が

成長できるはずです。

御挨拶☆

生徒たちにわかりやすい指

teachers at this school are so kind and friendly. I will

♡Ｃｈａｎｙ

れするのはとても悲しいです。みなさんの

シャニー


