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食育センター稼働
給食試食会の実施 １２／２６（火）、１／１０（水）

ふるさと(伊達)の昔、今、これから

校長 髙島 康範

前回に続きテレビ番組の話です。今月８日に放
送されたＮＨＫの歴史秘話ヒストリア「北の大地
に夢をひらけ！お殿様の北海道開拓史」をご覧に
なった方は多いと思います。戊辰戦争をきっかけ
に、家臣たちと再帰を期して北海道に向かった伊
達邦成公。寒さが厳しく、農作に向かないと言わ
れていた北海道において、幾多の困難を乗り越え
ていく姿を追った内容でした。
寒さと火山灰地、貨物船の沈没や士族から民籍

への変更などに直面しながら、「生きるためではな
く、明治日本の根本を支える大事業にする。」との
決意で開拓を推進。農業を基準にした開拓が可能
だと実証し、その成果により政府がこの地に日本
初の官営製糖所を設立。今や日本の食糧庫となっ
た北海道は、彼らが諦めなかったからこそ実現し、
その挑戦が農業王国の礎となった…。
番組の中で印象に残ったのは、邦成公が家族の

支え合いで苦しい状況を乗り越えようとしたこと
（家族の和）、アイヌの人たちとの信頼関係を大切
にし、家臣にも徹底したこと（アイヌとの和）で
した。また、有珠山の火山灰が開拓当初には試練
を与えながら、後にてんさい（サトウダイコン）
という恵みを与えたこと。「火山との共生」という
語句を思い起こしました。だて野菜の種類と栄養
の豊かさ、ベジファースト運動、食育に力を入れ
る現在の伊達。
そうした中、１３日の室蘭民報に「ふるさと教

育を推進 「だて学」導入へ ２０年度実施をめ
ざす」という見出しで、以下の記事が載りました。
市議会（一般質問）で教育長が答えたものです。
『２０１８年度から、伊達市の歴史や文化、伝

統、産業などを体系的に学ぶ「（仮称）だて学」の
導入を目指す。だて学は、「ふるさと教育」「キャ

リア教育」を２本柱に、豊かな自然や受け継がれ
てきた固有の歴史、文化、人材などを知り、古里
への愛着や誇りを高めるのが狙い。地域の課題を
見つけ、仲間と協力して解決策を考えることで将
来のまちづくりを担う人材を育成したり、高校卒
業後、進学・就職で市外に出ても将来、まちに戻
る動機付けになるようにする。市内の道立学校に
も趣旨を説明し、小学１年~高校３年まで一貫した
取り組みを目指している。』
本校でも、様々な形で「ふるさとに関する学習」
や「職業体験などのキャリア教育」を行っていま
す。２年生社会科（地理的分野）では、伊達の特
産品（野菜や果物、物産）を使ったメニューを生
徒一人一人が考えました。「なるほど、これは本当
に作れるだろう。売れるだろう。」というものが多
く、豊かなアイディアに感心しました。職業体験
を通して、伊達市の産業を発展させていく提案を
考える学習も想定されます。近い将来、社会・ふ
るさとの発展を担っていく生徒たち。「伊達に住ん
でいてよかったな。伊達の学校に通って楽しかっ
たな。」との思いをたくさん持たせたいと思います。
今年いただいたご理解とご協力に深くお礼申し

上げます。来年も、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

3年生は三者懇談を終えて、それぞれに進路決定しまし
た。2学期末で入学願書の清書も終えました。学習専門委
員会を中心に、後輩たちからは合格を祈願して中央階段1
階登り口に絵馬の貼り付けられた鳥居が備えられました。
写真ではわかりにくいと思いますが、心温まるメッセ

ージがたくさん寄せられました。

合格祈願 絵馬の登場

3学期の食育センター(新給食センター)稼働にともなっ
て、製造から搬送までのリハーサルが冬休み中に2回行わ
れます。市内の多くの小中学校では、これに合わせて試食
会を実施することにしています。
新しい食器、新しい搬送コンテナ。学校では3ヶ月以上

に渡って、準備を進めて参りました。これまでの給食準備
の流れを人・物の視点で大きく変えて、対応していく予定
です。
リハーサル当日は、実際の給食が運び込まれるというこ

とで、せっかくの機会と捉え、試食会の実施に至りました。
すでに両日とも２００名を越える皆さんに参加の希望をい
ただいております。
今後の学校給食に期待が寄せられています。学校も万全

の体制で臨んでいきます。

「８，４２６円」のご厚意が寄せら
れました。ご協力ありがとうござい
ました。

赤い羽根共同募金

1学期に続いて、2学期も12月15日に本校英語科、室山
教諭、上参郷教諭が稀府小学校にて、稀府小・黄金小両
校の5年生、6年生と授業を行いました。
当日は伊達市ALTのランディ先生とともに、小学校外国

語活動が展開されましたが、思っていたよりも小学生は
たくさん英単語を覚えていて、感心させられる場面が何
度もありました。体を動かした活動が取り入れられ、盛
り上がった雰囲気の中で授業は終わりました。

英語科乗り入れ授業（稀府小・黄金小）



明日からの冬休みは、年末年始の節目もあり、慌
ただしく過ぎていくことと思います。また、人が集
まる機会も増えると思いますので、事故に遭わない
ように十分ご注意ください。
冬休み明けの 3 学期は「生活リズムチェックシー

ト」や「ノーゲームデー」を実施します。休業中も
生活のリズムを崩さないように、ゲームばかりやら
ないように注意してください。
詳しくは指導部発行の｢冬休みの生活心得」をご覧

ください。

生活上の注意

・喫煙、飲酒、深夜徘徊、無断外泊、金銭の脅迫

・非行集団への誘いや、万引き、薬物使用に関する

誘いには絶対に乗らない｡

・交通事故（雪道や凍結による事故・自転車禁止）

・屋根からの落雪、凍った河川での遊び等冬型事故

・ゲームセンター、カラオケボックスへの出入

・友達同士のお金の貸し借り

・ＬＩＮＥ等、パソコンやスマホでのＳＮＳによる

不用意な書き込み、いやがらせ

冬休み中の安全確保を！
～事故や被害に遭わないために～

伊達市内の学校では、2学期終了
を目前にインフルエンザによる閉鎖
がありました。家族の間で感染する
ことが多いと思いますが、これから
の季節はなるべく外出、人混みを避
け、また、帰宅時は手洗い・うがい
をしっかり行い予防に努めてくださ
い。

インフルエンザにご注意ください

学期末は毎回、清掃強化週間を
実施しておりますが、生徒たちは
今学期も丁寧に取り組みました。
どの窓ガラスもきれいになりまし
た。また、3週に渡って実施してき
たカーテン洗濯も今週すべての教
室分を終え、ほこりを吸ったカー
テンもきれいになりました。

清掃強化週間・カーテン洗濯終了

【卓球】
〈第38回会長杯争奪卓球大会〉伊達 12/17

男子シングルスＢ級
優 勝 栗山寿輝也 準優勝 菊地 颯太
第3位 阿部 将大、 渡邊 奎斗

女子シングルス
準優勝 鈴木 麻祐 第3位 千葉 瑛水

女子ダブルス
優勝 市嶋・鈴木組 第3位 菊地・千葉組

【バドミントン】
〈第36回北海道中学生新人バドミントン競技選手権大会〉

伊達 12/2、室蘭 12/3
男子団体 準優勝

(小玉雄斗、粕谷龍斗、松浦涼太、庄司和矢、
古市大樹、鈴木聖司、阿部俊平)

女子団体 優勝(全道大会出場)
(坂東美羽、小川碧生、佐々木真菜、牛坂望愛、
淺野このか、牛坂望来、佐藤そら)

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 粕谷・松浦ペア 準優勝 (全道大会出場)

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小川・坂東ペア ﾍ準優勝 (全道大会出場)
佐々木・牛坂ペア ﾍﾞｽﾄ8

男子ｼﾝｸﾞﾙ 小玉 雄斗 第3位 (全道大会出場)
鈴木 聖司 ﾍﾞｽﾄ16

女子ｼﾝｸﾞﾙ 牛坂 望愛 ﾍﾞｽﾄ16

【バレーボール】
〈第23回若狭杯争奪近隣市町村バレーボール大会〉

あぶた体育館 12/2
伊達 ○ ２－１ × 虻田・豊浦
伊達 ○ ２－１ × 蘭越・真狩
伊達 × ０－２ ○ 光陵 第３位

【科学部と個人参加】
〈北海道青少年科学技術振興作品展(発明くふう）〉札幌 12/3

奨励賞 髙橋 春花「のびるハンガー」 (全国大会出場)
北海道中学校長会会長賞

阿部 将大「電磁誘導ﾜｲﾔｰｻｰﾊﾞｰ」(全国大会出場)
北海道発明協会会長賞

伊達市立伊達中学校

【吹奏楽部】
〈第46回北海道管楽器個人ｺﾝｸｰﾙ 日胆地区予選〉伊達 12/10

金賞、理事長賞 小林 幹(トランペット)
金賞 内山 美奏(クラリネット)

【弁論】
〈平成29年度伊達市中学校弁論大会〉大滝 11/1

優良賞 荒谷 大翔、小林 幹

【全国中学生人権作文コンテスト】
〈札幌地方大会及び室蘭地区大会〉

奨励賞 大地 里沙

１月 １日（月）元日、年始休業(～3日)
５日（金）西胆振中体連スキーアルペン(札幌)

バレーボールキャンプ(芦別～7日)
６日（土）全道中体連フィギュア(帯広～7日)

室工大ロボットコンテスト(室工大～7日)
全道バスケットボール大会(伊達中～7日)

７日（日）伊達市成人式(C.C)
ヨネックス杯テニス(岩見沢～8日)

８日（月）成人の日、8組勉強会(～10日)
９日（火）特支学校出願
１０日（水）給食配送リハーサル(試食会)

伊達市書き初め大会(C.C)
１１日（木）年度末反省会議
１２日（金）３学期始業式、街頭指導(～18日)

全学年弁当持参日、部活動待機
全道中体連スキーアルペン(朝里川～14日)

１３日（土）吹奏楽アンサンブルｺﾝｸｰﾙ(室蘭市民会館)
１４日（日）生活リズムチェックシート開始(～20日)
１５日（月）3年学年末テスト、全学年弁当持参日
１７日（水）フッ素洗口日、予餞会全校集会
１８日（木）諸費納入日、3年卒業アルバム代金納入日

校内研修、清掃なし、部活動待機
１９日（金）ノーゲームﾃﾞｰ、3年公立高校出願、英語検定

8組餅つき大会、PTA新春交礼会(ﾎﾃﾙﾛｰﾔﾙ)
旭川明成高推薦入試

２０日（土）生活リズムチェックシート(この日まで)
札幌龍谷高・北海高推薦入試

２２日（月）生活リズムチェックシート提出日
札幌日大高推薦入試

２４日（水）フッ素洗口日、PTA役員会
２５日（木）諸費納入日
２６日（金）専門委員会、清掃なし、北海道栄高推薦入試
２７日（土）札幌第一・札幌大谷推薦入試
２９日（月）特支学校入試(～31日)
３０日（火）海星学院推薦入試
３１日（水）フッ素洗口日、PTA広報委員会

弁当持参日 1月12日（金）、15日（月）
お忘れのないようにお願いします。

2学期は鈴木PTA副会長による物置改修に始まり、他に
も営繕が進みました。生徒玄関の上、外壁には直径80cm
の時計が設置されました。グラウンドにあった時計は撤
去されました。また、1線、2線、体育館すべての校舎外
回りの外灯が改修され、夜になると点
灯しています。校舎内においても営繕
いくつかありますので、来校の際はご
注目ください。 【こんな学校になりました→】

2学期は、こんな変化がありました。


