
今年の夏休みは、何と言っても「リオ オリンピック

祭典。各競技に様々な国際大会があるがオリンピックはその

たくさんの感動的なシーンがあったが、個人的

ちゃん」と呼ばれ親しまれてきた。幼いときの

れると、きまって我が娘の成長と重ね合わせて

くなった。団体戦で銅メダルに輝いたときは

になったなあと、親戚でもないのにしみじみ

そのオリンピックでふと気になった言葉があった

けで頑張りました」とか「死にものぐるいで

ぐるいで」という本気の言葉をしばらくぶりに

生懸命がんばってね」と言ってるが、「一生懸命

や行為が込められているのだと改めて感じた

人生において、どんな分野でも世界でもいい

とが、人間が人間であるための証であり、生

を見つけてはいないだろう。今は、「すばらしいことだな

てて欲しい。そういう心が育っていけば命を

さて、私はというと、命がけの選手たちの

そういうオリンピックでもあった。

ひっちゅう

≪バドミントン≫

―全道大会―

男子団体 １回戦 VS 壮瞥中 １－２ １回戦敗退

男子個人（S） 池田（３－３） 全道３位

祝 全国大会出場

男子個人（W） 田川（３－５）伊東（３－３） 全道

祝 全国大会出場

―全国大会― 8 月 17 日～20 日 於 石川県金沢市

男子個人（S） 池田（３－３）

１回戦 VS 佐賀・山内中 ２－０

２回戦 VS 埼玉・栄中 １－２

男子個人（W） 田川（３－５）伊東（３－３）

１回戦 VS 熊本・京陵中 ２－１

２回戦 VS 東京・淑徳巣鴨中 １

≪全校生徒を代表して生徒会が横断幕を

オリンピック」である。特に日本人の活躍には目を奪われた

があるがオリンピックはその注目度は桁外れである。

個人的には、「愛ちゃん」である。卓球の福原愛、小さい

いときの映像（いつも悔しくて泣いている場面だが）や成長

わせて見てしまうのである。個人戦で惜しくも銅メダルを

いたときは、思わずガッツポーズが出て、うれしくて夜中一人

でもないのにしみじみ感じ入っていた。

があった。それはメダルを獲得した何人かの選手がインタビューで

にものぐるいで戦いました」という熱い気持ちのこもった言葉である

をしばらくぶりに聞いたような気がした。私たちは、すぐ簡単に「

一生懸命」はまさに「命がけ」ということであり、この言葉

じた。

でもいい、すばらしいと思えるもの、美しいと思えるものに

生きるってことなのだと思う。子供たちのほとんどは

すばらしいことだな」とか、「美しいことだな」、「すごく大事

を懸けるにふさわしいものを見つけることができ、取

たちの姿から、自分も命をかけて取り組むものがあることを

ひっちゅう
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中体連・コンクール結果

『命をかけて 』
校長 鹿野内

回戦敗退

全国大会出場

全道 3 位

全国大会出場

石川県金沢市

０

２ 惜敗

１

１－２惜敗

≪水泳≫

―全道大会―

女子 佐藤（２－６）１００ｍ自由形

男子 松山（３－３）50m 自由形

松山（３－3）伊藤（２－１）田口（３－

４００ｍフリーリレー・メドレーリレー

≪吹奏楽≫

第６１回全日本吹奏楽コンクール

祝 全道大会出場

―全道大会―
日 時 ９月２日（金）15:55～

場 所 札幌コンサートホール

を作成≫

われた。四年に一度のスポーツの

さい時から日本中の誰からも「愛

成長していく様子がＴＶで紹介さ

メダルを逃したときは、切なさに苦し

夜中一人で大きな声を出していた。立派

がインタビューで答えていた「命が

である。「命がけで」とか「死にもの

「一生懸命がんばります」とか「一

言葉には本来はもっと強い気持ち

えるものに出会い、それに命を懸けるこ

たちのほとんどは、人生において命を懸けるもの

大事なことだな」と感じる心を育

取り組めるのだと思う。

むものがあることを改めて確認させてもらった、
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憲一

自由形 ２００ｍ自由形

ともに決勝 7 位

２００ｍ個人メドレー

予選敗退

－２）熊谷（３－２）

フリーリレー・メドレーリレー 予選敗退

コンクール札幌地区大会（Ｂ編成） 金賞
全道大会出場

～

コンサートホール Kitara



２学期の主な行事予定

みなさんはこの夏休み中やるべきことにしっかり取り

組み、有意義な時間にすることはできましたか。さて、二

学期が始まろうとしています。みなさんはこの二学期ど

のような思いを持って過ごしていこうと考えています

か。

４９期生徒会役員の活動で、僕が一番心に残ったのは

始業式などでの校歌の指導です。僕が指揮者を始めた

のは、去年指揮をしていた役員の先輩を見て、短時間の

練習で全校生徒をまとめる指導力に憧れたのがきっか

けでした。しかしいざ指導を始めると合唱の欠点は分か

っているのに、その場で具体的なアドバイスができてい

ないことに気付きました。僕は指導力の足りない部分を

改善しようと思い、音楽の先生方や先輩方のアドバイス

をいただき、アドバイスの仕方を考えるなどの工夫をし

ました。今では、ただできていない所を指摘するだけで

はなく、具体的にこうしたら良いなどの改善策までアド

バイスできるようになりました。

ところで、合唱といえば二・三年生のみなさんは卒業

式の全体合唱を覚えていますか。今、振り返ってみると

僕はあの合唱こそ本当の意味で「思いが伝わる歌」だ

なと思いました。卒業式当日、合唱であれほど感動でき

たのには、何か理由があるはずだと考え、まっさきに頭

にうかんだのは「歌に対する思い」が大きかったからだ

なと思いました。最近の始業式での校歌練習では、全校

生徒のみなさんはとても集中し、男女の声の違いを生

かしてしっかり歌おうとしていて、僕は少し安心するこ

とができました。歌は必ず何かを伝えることができるは

ずです。僕自身、これから更に分かりやすいアドバイス

を心がけていくので、今より更に思いのこもった校歌に

していきましょう。今日、この後みなさんで歌う全体合

唱で「今までと何かが違う」と気づけたら、とてもうれし

いです。

二学期は、学校祭や合唱発表会などが待っています。

そこでみなさん全員の思いを見える形、聞こえる形にし

ていってください。 ＜二学期始業式挨拶より＞

陸上競技会

たくさんの方の応援をお待ちしています。なお、本日、御案

内文書をお配りしています。詳しくはそちらを御覧ください。

日 時 ９月８日（木） 開会式９：４０～

場 所 円山陸上競技場

僕たち生徒会役員の佐藤、齊藤、福原は、七月二十九日

に豊平区民センターで行われた TSS（豊平区生徒会サミ

ット）に参加してきました。TSS には豊平区内の中学校十校

の生徒会役員が集まり、それぞれ自分の学校を紹介する

「全体交流」、グループごとに分かれてテーマについて話

し合う「グループ交流」などの活動をしました。

全体交流では、各学校が自分達の特色ある活動を紹介

していました。その中で特に羊中の今後の活動に生かせ

そうと感じたのは、西岡北中学校の「いじめ撲滅運動」で

す。「いじめ撲滅」の名目で活動している学校は他にも幾

つかありましたが、西岡北中学校は生徒一人ひとりが考

えた「いじめをしない、させない」というような行動宣言

を一つにまとめる形で活動を行っている点に大きな特徴

がありました。

グループ交流で僕が所属していたグループのテーマ

は「リングプル・エコキャップ回収活動を活発にするため

にはどうしたら良いか」というものでした。活動の活発化

の為には回収活動に関心を持ってもらうことが先決だと

いうことで、まず、関心を持ってもらう為の意見を挙げる

ことになりました。本当に画期的なアイディアが沢山挙が

りました。例えば、イベントと重ね合わせて活動するとい

うアイディアがありました。クリスマスの時期なら、回収量

一位の学級にクリスマスプレゼントを贈るというもので

す。クリスマスに限らず、その時期のイベントを利用した活

動は大切だと感じました。

恒例となったリングプルと車イスの交換については、今

までは一年で一台のペースでしたが、今回は何と「半年

で一台」という素晴らしい結果を残せました。皆さん、どう

かこの調子で回収活動への御協力をお願いします。

こうして無事に終わった TSS。全体を通して思ったこと

は、このサミットに参加している全員が望んでいる活動

は、一般生徒と関わり合う活動だということです。生徒会

役員だけのやる気があっても、学校を創っていくことは

できません。これから生徒会には、一般生徒とともに創る

活動が求められるのではないでしょうか。

『今日までの歌、明日への歌

～一年間の軌跡～』

二年四組 山中 翼（生徒会副会長）

『一般生徒とともに 』

二年六組 福原 鈴（生徒会議長）

第 14 回 TSS（豊平区生徒会サミット）
７月２９日に開催されたTSS（豊平区生徒会サミット）の活動報

告です。TSS とは豊平区 PTA 連合会の主催で豊平区内の各中

学校生徒会の生徒が一堂に会して、生徒会の活動について話

し合い、情報交換などを行いながら、何ができるかを考えるサ

ミットです。

２学期始業式・進路説明会

前期定期テスト

１・２年学力テスト

第３４回音楽のつどい

陸上競技会

８組レインボーピック

～１４日（水） ８組校外宿泊学習

３年学力テスト A

学校祭

３年学力テスト B

開校記念日

授業参観日

合唱発表会

３年学力テスト C

２学期定期テスト

２年職場体験学習

～２０日（火） 期末懇談会

２学期終業式

２５日（木）

２６日（金）

２７日（土）

８日（木）

９日（金）

１３日（火）

１４日（水）

２９日（木）

１３日（木）

１７日（月）

１９日（水）

２日（水）

９日（水）

１４日（月）

１７日（木）

１４日（水）

２６日（月）

８月

９月

１０月

１１月

１２月


