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やわらかさやわらかさ
校長 髙島 康範

強力な寒気の影響により東京都心で４８年ぶり
にマイナス４度になった先月２５日、伊達市では
マイナス１６.７度を記録しました。また、警報は
発令されなかったものの、最大瞬間風速２２ｍを
記録した日がありました。それまで、雪が少なく
過ごしやすい日が多かっただけに、厳しい冬を感
じています。さらには、風邪・インフルエンザの
広まりで、学年・学級閉鎖を実施しました。今、
まさに入学試験の真っ最中。３年はもちろん、１
・２年生も大事な時期だけに、各自ができる予防
を徹底して今後の流行を防ぎたいと思います。
さて、まだ新緑の時期は遠いですが、相田みつ

を氏の著作「おかげさん」の中に次の一節があり
ます。

木の芽がのびるのは やわらかいから
若葉がひろがるのは やわらかいから

かすかな風にも 竹がそよぐのは
竹がやわらかいから

年を取って困るのは 足腰ばかりではなくて
頭が固くなることです 心が固くなることです

やわらかいこころを 持ちたいものです
いつまでも心の若さを 保つために

後半の部分は自戒しますが、前半の部分は伸び
ゆく子どもたちの姿が目に浮かんできます。１０
代は可塑性に富み、生活環境、周囲の関わり、指
導・教育、経験によって、コミュニケーション能
力、社会性、情緒面、行動面、認知面、運動面と
多面的に能力の成長、改善を図ることができます。
「鉄は熱いうちに打て」の格言のように、鍛えて
有用な形に作りあげる伸び盛りの時期と言えます。
バスケットボールのマイケル・ジョーダンは、

「わかりやすい格言を紹介しておこう。『何事をな

すにも、正しい方法と間違った方法がある。』とい
う格言だ。例えば、毎日８時間シュートの練習を
したとする。もしこの場合、間違った技術で練習
を続けていたら、間違った技術でシュートする名
人になるだけだ。」と話しました。
徒然草の中には、「仁和寺にある法師、～」の段

に「少しのことにも、先達はあらまほしき事なり
（簡単なことでも、指導者というものが必要なの
だ。）」と、我流でなく正しく導く指導者の大切さ
を説いています。
子どもにとって身近な指導者である保護者や教

職員は、正しく健やかな成長を願い、より高いレ
ベルの自律・自立の姿を求めますが、他律・他立
の指導や段階を与えることも必要です。年代を問
わず、我流ではやわらかさが失われ、心も思考も
凝り固まってしまう恐れがあります。他力による
影響や刺激によって、「やわらかさ」や「しなやか
さ」が保持できると考えます。「自律・自立」も「他
律・他立」も大切という観点で、教育活動・指導
を行ってまいります。

3学期より新食育センターが稼働し、新しい給食が始ま
っております。初日はテレビ取材も入り、道内に広く報道
されました。新給食は、メニューや食器だけでなく、搬入、
準備、片付けと大幅な変更がありましたが、滞りなく進め
られており、生徒たちも喜んでいると思っています。食育
センターはレストランとしても営業しておりますので、ご
利用いただければと思っております。
また、冬休み中のリハーサルは、荒天のため１日のみの

試食会となりました。ご協力いただきましてありがとうご
ざいました。

２月１日(木)、来年度新入生のためのオープンス
クールが行われました。１学年の学級閉鎖により、
担当を変えて２年生、生徒会が大活躍でした。
今年度はこれまでと進め方を変えて、小学校６年

生には仮学級を編制し、中学校の雰囲気や活動を体
験してもらいました。２年生の授業を見学しました
が、少し難しかったかもしれません。生徒会役員の
説明からは温かく迎え入れる姿勢が感じられました。

約180名の小学6年生はほぼ全員マスク着用でした。

１月の終わりから本校では学級閉鎖、学年
閉鎖が相次ぎ、インフルエンザが猛威をふる
っています。今期のインフルエンザは例年と
は違い、Ａ型、Ｂ型両方の感染の拡がりが同
時に見られるということでした。

現在は閉鎖になっている学年、学級はありませんが、
まだまだ安心できない状況にあります。学校では対策と
して校舎内の換気、消毒を中心に行っております。各ご
家庭では不要の外出、人混みを避け、
帰宅時は手洗い・うがいをしっかり
行うなどの予防に努めていただけれ
ばと思います。引き続きご協力をお
願いいたします。



【卓球】
〈第33回道新杯北海道中学選抜卓球大会〉札幌 12/27,28

男子団体戦
予選リーグ1位通過(2勝0敗)

伊達中 ○ 3-2 × 幕別中
伊達中 ○ 5-0 × 新十津川中

トーナメントリーグ1回戦敗退
伊達中 × 1-4 ○ 花川北中

鈴木翔太、栗山寿輝也、青木忠、大石龍之介、
阿部将大、小泉智也、菊地颯太、髙橋仁志

女子団体戦
予選リーグ敗退(2勝1敗)

伊達中 × 1-4 ○ 鳥取中
伊達中 ○ 5-0 × 網走第三中
伊達中 ○ 3-2 × 北辰中

菊地優香、菊谷真維、鈴木麻祐、千葉瑛水、
和賀奏歩、門真みのり

〈第29回ニッタク杯西胆振中学選抜卓球大会〉伊達市 1/27
男子団体 準優勝

鈴木翔太、青木忠 栗山寿輝也、阿部将大、
大石龍之介、小泉智也、菊地颯太

男子個人 第3位 青木 忠
女子個人 準優勝 鈴木麻祐

【バドミントン】
〈第19回ゴーセン杯争奪バドミントン競技会(中学校の部)〉

室蘭市 1/20、21
個人戦
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

１部 優 勝 粕谷龍斗・松浦涼太ペア
３ 位 小玉雄斗・鈴木聖司ペア

２部 ﾍﾞｽﾄ８ 庄司和矢・古市大樹ペア
３部 優 勝 永井陸斗・永井海斗ペア

準優勝 長谷川大斗・茂木志薗ペア
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

１部 優 勝 小川碧生・坂東美羽ペア
ﾍﾞｽﾄ８ 佐々木真菜・牛坂望来ペア
ﾍﾞｽﾄ８ 牛坂望愛・佐藤そらペア

２部 ﾍﾞｽﾄ16 内島愁華・淺野このかペア
ﾍﾞｽﾄ16 小玉彩華・松田寧々ペア

男子ｼﾝｸﾞﾙ
２部 ２ 位 鈴木聖司
３部 優 勝 永井海斗

準優勝 永井陸人

【フィギュアスケート】
〈北海道中学校スケート・

アイスホッケー大会
フィギュアスケート競技〉
帯広 1/6～7
Ｂクラス(ﾌﾘｰｽｹｰﾃｨﾝｸﾞ)

第９位 加 藤 葵

伊達中学校文化部による「そうご
う発表会」が右のように行われま
した。普段の活動の様子をご覧い
ただきました。

【スキーアルペン】
〈西胆振中体連スキー大会 アルペン競技〉札幌 1/5

第１位 間 澤 翔 笙
第４位 遠 藤 浩 樹
第５位 武 田 光 巧

〈北海道中学校スキー大会 アルペン競技〉朝里川 1/12～14
男子ジャイアントスラローム

間 澤 翔 笙 39"79
遠 藤 浩 樹 43"32
武 田 光 巧 49"17

【科学部】
〈第24回室蘭工業大学長杯争奪ロボットサッカーｺﾝﾃｽﾄ〉

室蘭工業大学・学生会館 1/6～7
予選リーグ1位、決勝トーナメント5位
Advance チーム(金田知也、椿雄太)

生活協同組合理事長賞
Advance チーム(金田知也、椿雄太)

デザイン賞
東京ロボット チーム(佐藤佑樹、佐野未樹)

【吹奏楽部】
〈第46回日胆地区アンサンブルコンクール〉室蘭市 1/13

クラリネット4重奏 金賞
内山 美奏、相馬 咲希、佐藤 愛麗華、吉野 智美

打楽器4重奏 銀賞
吉田 凜、平山 由莉、須藤 心音、濱田 幸奈

金管8重奏 金賞
碁石 愛和、髙木 万記、奈良 琉平、小林 幹
木下 桃花、中島ののか、髙林 彩乃、濱田 聖也

【書き初め大会】
〈中１の部〉

特選 佐藤 さくら、 金賞 安住 茉優
銀賞 安藤 史織
銅賞 菊地 陽菜、 寺嶋 梨々花、 入村 はる

〈中２の部〉
特選 髙林 彩乃、 金賞 菊谷 真維
銀賞 深谷 ひなた、 銅賞 近藤 若奈

〈中３の部)
特選 水野 綾奈、 金賞 西村 弥菜

【平成29年度伊達市小中学生読書感想文】
〈中１の部〉

最優秀賞 佐藤 さくら「ﾎｲｯﾊﾟｰｳｨﾙの伝説」を読んで
優秀賞 入村 はる 自閉症の僕が跳びはねる理由

〈中２の部〉
最優秀賞 丸 歩果 「ちょっと今から仕事やめてくる」を読んで
優秀賞 阿部将大 「殺人犯はそこにいる」を読んで

〈中３の部〉
最優秀賞 渡邊 伊織 「君の膵臓をたべたい」を読んで
優良賞 矢代 麻衣 「ＡＢＣ！」を読んでみて

【平成29年度伊達市民スポーツ賞】
授賞式 伊達市カルチャーセンター 2/22(木)

個人
志田原康太(3年陸上)、秋田優斗(3年柔道)、
古沢舞(3年柔道)、五十嵐大陸(1年柔道)

団体
伊達中学校柔道部
（鈴木大輔、秋田優斗、渡部一実、五十嵐大陸、
大関龍翔、田村悠睦、中﨑隼）

２月１４日（水）公立高校推薦入試、3年弁当持参日
フッ化物洗口日

１５日（木）1,2年期末テスト、諸費納入日
１６日（金）1,2年期末テスト、街頭指導、部活動待機

職員会議、私立高校Ａ日程入試日
PTA広報委員会

１７日（土）私立高校Ａ日程入試日
胆振西部ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会(あかつき)

１８日（日）ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選抜練習会(8:30～12:00体育館)
英語検定2次

１９日（月）1年教育相談
２０日（火）1年教育相談、私立高校Ｂ日程入試日
２１日（水）1年教育相談、私立高校Ｂ日程入試日

PTA役員会・理事会
２２日（木）諸費納入日(最終)、フッ化物洗口日

職員会議、清掃なし、部活動待機
２３日（金）1,2年参観日(2年修学旅行説明会、1年ピロリ菌

検査説明会)、清掃なし、部活動なし
２６日（月）1年教育相談
２７日（火）1年教育相談、3年租税教室
２８日（水）フッ化物洗口日

3年生の受験が既に始まっています。
健闘を祈っています。

ＰＴＡ会員送別会
3月24日(土)18:30から ホテルローヤル
後日改めてご案内いたしますが、みなさんのご参加を

お待ちしております。

PTAから

3学期も不審者情報が寄せられております。交通事故
と合わせてご注意ください。また、何かありましたら
学校までご一報いただきたいと思います。

〔伊達中学校 ☎２３－３０５５〕

ご注意ください

本年度、最終となる諸費納入日は2月22日(木)です。
お忘れの方、いらっしゃいましたらこの日までの納

入をお願いいたします。

諸費納入について


