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課題を発見する力
校長 髙 島 康 範

８月に入ってからは涼しい夏が続きましたが、中体連
全道・全国大会は熱戦が続きました。学校を、胆振を、
そして北海道を代表して頑張ってきた生徒たちに、心か
らの拍手を送ります。
さて、日本学生科学賞の文部科学大臣賞を受賞した島

根県の中学生による研究(２０１５年)に、ダンゴムシと
ワラジムシに関するものがあります。２種類を飼い始め
たのが小１。飼育ケース内にカビや悪臭や腐敗がほとん
どないことに気付いたのが小４。そこから、フンと唾液
に防カビ力があるのではと仮説を立て検証を進め、中学
生でその内容をまとめまたものです。将来的には、研究
を発展させ、自然や人体に影響のない自然由来の防カビ
・防菌剤や治療薬を開発したいとのこと。小・中学生な
らではの視点と観察から課題を発見し、何年にもわたっ
て検証していく姿に驚きました。
米国の実業家でフォード・モーター創業者のヘンリー

・フォード氏の言葉に『もし顧客に、彼らの望むものを
聞いていたら、彼らは「もっと速い馬がほしい」と答え
ていただろう。』というものがあります。交通手段が馬
車だった時代、自動車を知らない人々は、速い馬を求め、
「自動車を造ってほしい」とは言わない。新しい発想で
自動車産業を発展させてなかったら、今日のような自動
車の普及はもう少し時間がかかったかもしれない、とい
うものです。
課題を解決していく力はもちろん大切ですが、課題を

発見すること、新しい発想、新しい視点で物事を考えて
いくことは、これから求められる力の一つです。生徒が
自分の考えをもちやすい発問を工夫したり、生徒にでき
るだけ多様な意見が許される課題を提示したりするな
ど、生徒の思考を深め、主体性を育て
る指導を進め、課題発見の力を育てて
いきたいと考えます。
２学期は、学校祭、職業体験、生徒

会・学級役員選出、進路選択など様々
な行事・学習があり、課題発見の力、
そして解決の力を高めていく絶好の機

会です。より質が高い学校祭にするには…、何のために
学び働くのか…、どのように自己実現を果たしていくの
か…、そのために必要なことは…。多くの人との関わり
と実体験を通して、各自で課題と答えを探し、実行して
いくことを願っています。
ちなみに、本校科学部員が各自のアイディアを形にし、

青少年科学技術振興作品展に１６作品を出品するとのこ
と。作品は学校祭にて写真掲示されるので、中学生なら
ではの発想とモノづくりの力を見るが楽しみです。

8月29日、北海道で初めてＪアラートが運用されたことを

受けて、本校では以下のように対応を進めていきます。

【基本】全国瞬時警報システム(Jｱﾗｰﾄ)を通じた「国
民保護に関する情報」の指示には最優先で従う。
＊自然災害情報の場合も同じ。

教育活動中（休日の部活動を含め）は、安全が確認でき
るまで、校舎内で避難を続けます。在宅時や登下校中にお
いては、Ｊアラート、サイレン吹鳴、放送、報道等により
事態把握の上、生徒自身（家庭）の判断で身を守る行動を
取ることになります。なお、安全が確認できない時は登下
校させないこともあり得ます。特に登校させない場合は、
バス生徒連絡網や学級連絡網によりお知らせします。今回
のように、ミサイル通過情報があり、領土・領海外に落下
したことの発表があった場合は、避難・対応は解除します。
９月１日は防災の日、適切な判断と行動により様々な危機
から命を守るためのご指導を、家庭でもよろしくお願いし
ます。

上記のサイトでは「弾道ミ
サイル落下時の行動について、
Ｑ＆Ａ」が説明されています。

内 閣 官 房
国民保護ポータルサイト

2学期が始まり、9月21,22日(木、金)の学校祭に向けて準
備が始まっています。１学期のうちに原案がすでに決まっ
ていたので、各活動が全校一斉にスタートしました。
合唱練習では、１年生にとっては初めての取組のため一

斉の合唱練習の時間に先輩たちの様子を見に行くこともあ
りました。この時間は校舎中に生徒たちの歌声が響いてい
ます。
テーマは「～memories～594人のキズナ～」としてシンボ

ルマークのデザインが募集されま
した。合唱、全校劇、学年発表、
学年制作、学級旗制作などに取り
組みます。また、バザーでは PTA
の協力をいただきながら進めてい
きます。どうぞご期待ください。

8月9日、伊達中学校同窓会(寺島徹会長)の総会が網代
町、経済センターで開かれました。総会終了後はビール
パーティーが行われ多数参加いただきました。あいにく
の雨で屋内での開催となりましたが、遠方より参加され
る同窓生や懐かしい顔もあり、大いに盛り上がりました。
この会での収益は、部活動遠征の補助金や卒業生への

記念品として使わせていただいております。同窓生の皆
さんの支援、応援に感謝いたします。

同窓会ビールパーティー
～部活動・卒業生のために～



【陸上部】
〈中体連全道大会〉帯広市 7/28～30

男子4×100ｍR 準決勝敗退
(志田原・大竹・岡田・廣瀬)

女子4×100ｍR 準決勝敗退
(遊佐・松田・田中・後藤)

個人男子
400ｍ 優勝 志田原康太(3年)
200ｍ 7位 志田原康太(3年)

予選敗退 岡田 京平(3年)
四種競技 18位 阿部 僚平(3年)

個人女子
100ｍ 予選敗退 後藤 梨那(3年)
200ｍ 準決勝敗退 田中 歩果(3年)

予選敗退 後藤 梨那(3年)
砲丸投 予選敗退 遊佐美羽夏(3年)

〈中体連全国大会〉熊本県 8/18～22
個人男子
400ｍ 準決勝敗退 志田原康太(3年) 49'86"

【バドミントン】
〈中体連全道大会〉稚内市 8/7、8

女子ｼﾝｸﾞﾙ ：坂東 美羽(2年)…初戦敗退

【卓球】
〈中体連全道大会〉日高門別 8/1～3

団体戦(女子)
第1ｽﾃｰｼﾞ 1勝1敗(五稜郭中、伊達中、深川中)
第2ｽﾃｰｼﾞ 1回戦 伊達中 ○ 3-2 ● 真駒内中 勝利

2回戦 伊達中 ● 1-3 ○ 札幌元町中 惜敗
ベスト8

個人戦(女子) 市島ほのみ(3年)…1回戦敗退
鈴木 麻祐(1年)…1回戦敗退
細野 礼華(3年)…3回戦敗退

【サッカー】
〈中体連全道大会〉旭川市 7/28～30

2回戦
伊達 ● 0

0 - 0
0 ○ 恵庭恵み野0 - 0

延長戦 0 - 0
ＰＫ戦 3 - 4 惜敗

【柔道】〈中体連全道大会〉厚沢部町 7/29、30
団体戦 男子団体…第3位
(中﨑、田村、鈴木、秋田、渡部、五十嵐、古沢、大関)

女子団体…2回戦敗退 (府川、葛西、古沢)

個人戦 男子 66kg級 秋田 優斗(3年) 準優勝
81kg級 渡部 一実(3年) 1回戦敗退
90kg級 五十嵐大陸(1年) 第3位

女子 40kg級 府川 萌黄(2年) 1回戦敗退
48kg級 古沢 舞(3年) 第3位

【剣道】〈中体連全道大会〉上川郡東川町 7/28
個人戦(男子)

田中 朝陽(1年) 予選リーグ 敗退
団体戦(男子)

伊達 ● 0 - 3 ○ 新十津川(石狩)
伊達 ○ 3 - 0 ● 拓 心 (宗谷)

予選リーグ 敗退

【水泳】〈中体連全道大会〉札幌市 7/28～30
男子 50m自由形 青野 光秋 28秒32 予選敗退
男子100m自由形 遠藤 康樹 1分 2秒81 予選敗退
男子200m自由形 遠藤 康樹 2分17秒67 予選敗退

【吹奏楽部】（全日本吹奏楽連盟北海道日胆地区ｺﾝｸｰﾙ）
〈中学校Ｂ編制の部〉金賞(地区代表)

9月1日 全道大会(札幌キタラホール)

7月24日(月)１学期終業式の日でしたが、学校運営協議
会委員の皆さんとスクールバス乗車会を行いました。
部活動下校便、中学校出発午後6時32分の便でした。こ

の日は練習のある部活が少なく、バス利用生徒もいつも
に比べると少なかったのですが、道南バスのご配慮もあ
って乗車会の実施となりました。
中学校を出発の後、東小学校前を通り、弄月の畑道に

入りました。路線バスにはない細く曲がりくねったルー
トはスクールバス専用。
学校運営協議会委員さんたちからは、停留所や生徒について
質問があり、運転手さんに回答
してもらいました。運転手さん
からは「利用生徒たちは、とて
も乗車マナーがよい」と褒めら
れました。
往復約１時間の乗車でしたが、
改めて校区が広くなったことを
感じました。

９月 １日（金）胆振西部特別支援学級交流会

北海道吹奏楽コンクール(札幌)

放課後学習会
テスト前部活動なし〔～4日(月)〕

２日（土）ソフトボール新人戦(苫小牧総合経済)

市P連西部P連母親研修会(10:00～C.C)

３日（日）サッカー：カブスリーグ(大滝)

陸上：北海道Jr.選手権大会(深川)

４日（月）１年学年合唱、放課後学習会

５日（火）中間テスト、PTA学年合同委員会
６日（水）フッ素洗口日、専門委員会、清掃なし

PTA生活環境委員会、PTA研修委員会、

PTA体文厚生委員会

７日（木）2・3年学年合唱、諸費納入日
８日（金）学校祭特別日課開始(ｼﾞｬｰｼﾞ登校開始)

8組プール学習

９日（土）北海道卓球選手権大会(～10日函館)

野球部：新人戦(館山球場)

伊達小学校学芸発表会
１０日（日）陸上：ハイテクAC杯(札幌厚別)

１１日（月）全校合唱

１２日（火）1・3年学年合唱、フッ素洗口日

１３日（水）3年学力テストＡ、2年学年合唱

3年ライフサポート教室(6h)

１４日（木）諸費納入日

１５日（金）街頭指導

１６日（土）サッカー：カブスリーグ(まなびの里)

PTA生活環境草取り、伊達神社祭典(～17日)

１８日（月）敬老の日

２０日（水）学校祭前日特別日課、バザー食券配付

フッ素洗口日、部活動なし

２１日（木）学校祭1日目、全学年弁当持参、諸費納入日

部活動なし、清掃なし

２２日（金）学校祭2日目(バザー)、後片付け

２３日（土）秋分の日、陸上全道新人戦(～24日千歳)
２４日（日）サッカー：カブスリーグ(洞爺)

第16回室蘭オープン卓球大会(室市体)

２５日（月）学校祭反省、選挙管理委員会

２６日（火）選挙告示、清掃なし、部活動待機、職員会議

２７日（水）フッ素洗口日、PTA体文厚生委員会

２８日（木）諸費納入日、校内研修、清掃・部活動なし

２９日（金）中央選挙管理委員会

8組プール学習

３０日（土）吹奏楽部定期演奏会

(14:30～C.C)


