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1 年間よろしくお願いいたします。

開校記念日（６月１２日）に寄せて
伊達市立伊達中学校長 髙島 康範

本校の開校は昭和２２年。その年の出来事は、教育基本

法・学校教育法公布、6・3・3学制発足、日本国憲法施行、

最高裁判所発足、第1回参議院議員選挙、改正民法・刑法・

児童福祉法の公布などがあり、まさに国の仕組みが整えら

れ動き始めた年でした。以下、現在の校舎に係る昭和５８

年までの沿革の抜粋をご紹介します。（教育実践、ＰＴＡ、

部活動、文化活動などに関する幾多の表彰は省略）

昭和22. 5. 9 伊達小学校校舎の一部を使用し授業開始
学年６学級編制３５４名

5.19 伊達第一中学校と称し、町内有珠、稀府、
内に各分校を置く校章制定

6.12 開校式を行う
23. 3.17 梅本町５７番地(伊達高等女学校)へ移転

4. 1 伊達町立伊達中学校と改称
１・２学年１１学級編制６４７名
稀府分校は伊達町立達南中学校として独立
認可 全校生徒１４２名

24. 4. 1 全学年１７学級編成９３５名
26. 1.27 東校舎(８教室)落成
12. 9 校歌制定

28. 2. 3 南側校舎２教室増築落成式挙行
33. 5. 3 北側増築校舎落成(４教室)開校１０周年

応援団結成
37. 4. 1 南側校舎増築落成

２７学級編制(１，３３６名)
在籍・卒業生数が最多に

5.20 体育館新築落成式挙行
38. 7. 6 正面校舎新築落成 グラウンド完成

祝賀市中パレード 運動部の壮行式開始
39. 4. 1 制服制定
40. 4.20 伊達中学校体育後援会発足
50. 5.30 岩手県前沢町立前沢中学校と姉妹校に

以後、修学旅行で相互に訪問
52. 8. 7 有珠山噴火
54. 4. 1 光陵中学校が新設 新たな通学区域に
57. 9.25 新校舎へ移転 保護者３５０名のお手伝い
58. 2.13 校舎改築記念式典(１，１００名出席)並び

に祝賀会開催 「同窓の庭」除幕式

校章は初代校長の安住伸氏がデザイン。昭和３４年、Ｐ

ＴＡより自家用車が寄贈。現在使用している校旗は、平成

１０年に第２回卒業生より寄贈。１学級の在籍最多は昭和

２３年の６５名。昭和３８年までは５８名の学級が存在。

現在は１９代の校長と２７代のＰＴＡ会長。卒業生総数は、

２８年度末で１８，６１５名。４月１８日の暴風により倒

れた松の木は、昭和５８年に「同窓の庭」整備の際に同窓

会から寄贈されたもの。平成９年１１月には開校５０周年

記念式典並びに祝賀会が挙行されたことなどが、沿革史に

記録されています。記載できなかったものも含め、一つ一

つの出来事からは、それに係った方々のご苦労や思いを想

像することができます。また、学校のことを伊達町・市全

体のこととして祝い、様々な支えをいただいてきたことも

記載からわかります。

歩みを振り返りながら学校を文字通り作り、校風・伝統

を創り、発展させてきた多くの方々に感謝する開校記念日。

特に今年は開校７０年であり、生徒・教職員・保護者・地

域の協働により、「居場所・活躍の場がある楽しい学校」、

「地域とともに歩み、地域ともにある学校」づくりを一層

推進する節目としたいと思います。

5月22日(月)前期生徒総会が
行われました。生徒会目標を
「自分と他人を受け入れ信じ、
支えあう心をそだてよう」を
掲げ、2時間の審議が行われま
した。生徒会長からの力強い
挨拶に続き、各専門委員会委
員長から前期目標、活動計画

が述べられました。
「いじめ防止集会ではどんなことをするのか。」「チャイ

ム着席のための具体的な対策はどのようなものか。」など
質問の内容も細かな内容に及び、積極的な意見交換が行わ

れました。
生徒会総務の目標は「生徒自らが行動できるきっかけを

総務9人でつくっていこう」「学校のために、自分たちの力
を最大限に発揮していこう」の二つです。一人一人の意識
が高まり、生徒自身で作り上げる明るく・楽しい学校づく
りを進められるよう展開していきます。

5月25日(木)に行われました中体
連壮行式は、例年運動会のプログ
ラムとして午後の部最初に行われ
てきました。しかし今年度は運動
会を7月に実施することにしました
ので、壮行式のみ、この時期の開
催となりました。当日は曇り空の
肌寒い天気でしたが、選手たちは半袖半ズボンのユニフォ

ームになり、練習の成果を十分
に発揮しました。すでに中体連
大会は始まっていますが、3年
生にとっては中学校生活を締め
くくる最後の大会ですから、悔
いのない大会になることを期待

します。
当日、参集ご声援いただ

きました皆さんありがとう
ございました。この後の大
会にもご声援お願いいたし
ます。



5月24日(水)１学年で
は、見学旅行に向けた
学年総会が行われまし
た。役員生徒によるス
ローガンの提示や議事
進行、質疑応答など整
然とした中にも熱のこ

もった総会となりました。
中学校に入学して２ヶ月

ですが、着実な成長が感じ
られました。中体連大会、
運動会、学校祭と行事が展
開されますが、更なる成長
を願っています。

2学年では7月5日(水)実
施の宿泊研修に向けて準備
が進められています。
1学年同様に6月9日に学

年総会を控えていますが、
スローガンだけは先に決ま

っていました。「Ｙ（よく気づき） Ｄ（団結力のある）
Ｋ（子どもたち）」ということです。
自然体験(ラフティング)や小樽・札幌自主研修が主な内

容ですが、この中で自主性・自律性・責任感、さらに礼儀
やマナー、思いやりについて身につけさせたいと考えてい
ます。

3年生は新年度始まってからの2
ヶ月間、あらゆる行事を成功させ、
今は中体連や1学期後半の行事に
向けて集中力を高めているところ
です。新学期より2階3年生のフロ
アには3年団職員の思いが掲示さ
れています。

廊下壁一面を覆う「ONE STEP」
～前に進み続ける～、「進級おめ
でとう」～昨日の自分ではなく、
今日は新しい自分になる～。と
きどき立ち止まって読みたいも
のです。そして自分の進路の実
現に向けて努力したいものです。

2学年宿泊研修準備

1学年総会(見学旅行)

3学年部活動集大成と進路

5月29日(月)は買い物学習
でグリーンセンターを訪れま
した。朝からの晴天で、往復
歩いて移動するのは少々大変
でした。種や苗以外に必要な
積み藁も買いました。

秋の収穫祭に向けて、これ
から一生懸命世話をしていく
ことになります。たくさん収
穫できればと思います。

すでに生徒たちには案内しておりますが、２階、３階の
ホールに写真のように学習プリント(国語・数学・英語)が
設置されております。
○もっと多くの生徒に自主的に学習を進めてほしい！
○「何を勉強したらよいかわからない」という生徒の手助
けとなるような学習環境をつくりたい！
○生徒のみんなに、基礎・基本をしっかりと身につけてほ
しい！
という教員の願いが込め

られたコーナーです。毎日
の学習に積極的に活用し、
成果を上げていきたいもの
です。
このレターケースいっぱ

いに学習プリントが用意さ
れています。

今年度購入した幅跳び用踏み切り板を新設しました。PTA
鈴木副会長さんに作業を依頼しておりましたが6月3日(土)
設置していただきました。真っ白な新品の踏み切り板は、
見ているだけで遠くまで跳べそうに感じられます。
早速、体育の授業で使われています。幅跳びの他にもボ

ール投げ、持久走と生徒たちはグラウンドで精一杯体を動
かしています。7月の運動会はもち
ろん、全国体力テスト(上体起こし、
長座体前屈、反復横とび、持久走、
50m走、立ち幅とび、ハンドボール
投げ)の練習もしています。

8組買い物学習

体力テストに向けて

プリント・スタディ始まる

６月 １日（木）夏服準備期間開始、専門委員会
諸費納入日

２日（金）１年見学旅行事前集会、英語検定
グラウンド整備

３日（土）中体連西胆振大会 陸上：入江
ソフトテニス：伊達市
黄金小学校運動会

４日（日）ソフトテニス：伊達市
サッカー：カブスリーグ（洞爺)
卓球：伊達市民卓球大会

５日（月）１年見学旅行
６日（火）室蘭養護学校説明会
７日（水）フッ素洗口日

第２回PTA役員会18:30、理事会19:00
８日（木）諸費納入日、色覚検査１－１
９日（金）色覚検査１－２

１０日（土）中体連西胆振大会
バレー：登別 バドミントン：室蘭
サッカー：カブスリーグ（洞爺）
科学部：マイコン教室（室蘭青少年科学館）
伊達・東・稀府小学校運動会

１１日（日）中体連西胆振大会 野球：伊達
バスケット：伊達 サッカー：入江
バレー：登別

１２日（月）開校記念日（７０周年）
１３日（火）夏服着用開始、色覚検査１－３
１４日（水）フッ素洗口日、色覚検査１－４

校内研修、部活動待機
１５日（木）諸費納入日、色覚検査１－５

PTA広報委員会(19:00～)
１６日（金）街頭指導、運動会選手決め

色覚検査１－６
１７日（土）中体連西胆振大会 野球：伊達

バスケット：室蘭 サッカー：入江
テニス：室蘭
卓球：登別、バドミントン：伊達

１８日（日）中体連西胆振大会
バスケット：室蘭 サッカー：入江
テニス：登別 卓球：登別
バドミントン：伊達

１９日（月）運動会選手決め、色覚検査１－７
放課後学習会、テスト前部活動停止(17日～
22日)

２０日（火）定例職員会議、色覚検査８組
２１日（水）フッ素洗口日、尿・ピロリ菌検査３次

放課後学習会
２２日（木）期末テスト１日目（芸体）、諸費納入日
２３日（金）期末テスト２日目（５教科）、ケータイ教室
２５日（日）陸上：通信陸上(入江)
２８日（水）フッ素洗口日、学校祭全校委員会、

１年進路説明会
２９日（木）諸費納入日、専門委員会
３０日（金）いじめ防止集会


