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自立した社会人となるための基礎基本
伊達中学校長

立 花 和 実

先月の学校だよりに自立した社会人となるための土台と
して、「時を守り、場を清め、礼を正す」と「凡事徹底」
について記載しました。今回は、今年度の重点として掲げ
る「自立した社会人となるための基礎基本」について触れ
てみたいと思います。
まず、自立した社会人とは、どのような人なのでしょう。
「自分の身の回りのことを誰かの手を借りてでも自分です
ることができ、自分と関わる人たちとの関係性を保ちなが
ら、自らの意思と判断で主体的に社会に参画していく人」
というところでしょうか。もちろん、中学校や高等学校、
大学を卒業したからといって完全に身に付いているもので
はなく、一人一人の努力や様々な体験等を通して成長して
いくものだと思います。一人一人が他者との関わりの中で
自分自身の可能性を見出しながら、主体的な社会の形成者
として就労という社会へ羽ばたく、その過程で身に付けて
いくものが自立した社会人となるための基礎基本だと考え
ます。
では、具体的には、どんな力でしょうか。
１ 自己決定力
大人になるにつれて自己決定が求められることが増え、
その中で自己決定力が育っていないと、社会的自立は困難
であるといえます。自立は他者との関係がなくては確立で
きないものであり、どのように他者と関わっていくか、そ
して自らどう行動していくかという行動指針・判断基準が
子ども期に形成される必要があります。
私は機会を捉え、生徒たちに次のことを話すようにして
います。

①

②

とともに、行った
こと。
その際の行動指針・判断基準は、
であること。

～自ら学ぶ生徒～
～自ら活動する生徒～
～自ら鍛える生徒～
２ 人間関係形成能力（自他の理解能力、コミュニケーシ
ョン能力）
人が人として成長していくためには自分以外の他者の存
在が必要不可欠であり、他者との関わりの中で自立が促さ
れます。そして、他者と自分の心理的な距離感を測り行動
していくための対人関係を学んでいきます。将来、生徒は
就労という社会参画の実現を果たしていきますが、就労に
おいても、人間関係形成能力は活かされます。
人間関係形成能力は、自他の理解能力とコミュニケーシ
ョン能力で構成されます。自他の理解能力とは、自分のよ
さや興味・関心の理解、自己を肯定的に受け入れる力、他
者のよさを発見し理解する力、協力性，リーダー性といっ
たものです。コミュニケーション能力とは、チームの一員
として行動する能力、自分の考えや思いを伝える能力、人
と折衝する能力、人間関係を広げる能力、新しい環境への
適応力といったものです。
中でも自己理解の能力は自己決定力育成の鍵を握ります。
自分を知る（自分には何ができるのか）⇒目指すべき自分
の在り方（目標）を決める（どのように社会・世界と関わ
り、よりよい人生を送るか）⇒目標達成の方法を考える（自
分のできることをどう使うか）というように、次の自分へ
の成長は、自己理解から始まり自己決定へとつながってい
きます。
これらの力は、各教科、道徳の時間（特別の教科 道徳）、
学級活動、総合的な学習の時間などの授業、学校行事や生
徒会活動、部活動など、すべての教育活動を通して育むも
のです。学校だけでなく、家庭や地域での生活の中でも育
まれていきます。生徒に自立した社会人となるための基礎
基本を身に付けさせるために、学校、家庭、地域が互いに
当事者意識をもって行動することが必要です。どうか、ご
家庭、地域の皆様のお力添えをお願いいたします。

マチコミメール加入者募集中

4月にご案内いたしました緊急時一斉メール配信シス
テムは、今後も加入を募集し、１００％を目指します。

6月７日現在で

３６１名の加入登録済みです。

〔交通事故〕

薄暮(夕方)の頃が１日の中で最も交通事故が多く発生
する時間帯だそうです。この時期、部活動を終えた生徒
たちが最も気をつけなければならないことをお知らせし
ます。
先日の生徒指導通信「ライフ」でも伝えましたが、以
下のことをもう一度ご確認ください。
○横断歩道は、青信号であっても周りに注意して渡
ること。
○事故にあったときは、相手に「だいじょうぶ」と
答えても、必ず「警察を呼んでもらう」こと。
○何かあったときは、とっさであっても可能な限り
車のナンバープレートを覚えること。

〔水辺での事故〕

この時期から水の事故が増えていきます。遊泳禁止場
所では水に入らないこと。また、魚釣りに出かけても、
危険な場所へは近づかないことを心がけてください。
○漁港岸壁のテトラポットの上など、滑りやすいと
ころには乗らない。

本年度前期の生徒総会が行われ、
本格的に活動が始まりました。4月
対面式で迎えられた1年生もこれか
らは、企画・運営する側に立って、
伊達中学校生徒会員として活動しま
す。当日は丁寧な受け答えで審議が
進められました。

【卓球】
《第42回ヤサカ杯西胆振中学校大会 5/19(土)あかつき》
団体戦

【陸上部】《西胆振大会・胆振大会 6/2(土)入江》
男子4×100ｍＲ 2位（成田・大竹・酒井・毛利）全道大会へ
個人男子(３位までの入賞者)
400ｍ
1位 酒井 大和(2年)全道大会出場
2位 西野 僚馬(3年)全道大会出場
3位 酒井 陽人(2年)
1500ｍ
2位 酒井 大和(2年)
走高跳
1位 毛利 友哉(2年)全道大会出場
2位 佐藤 励音(3年)
個人女子(３位までの入賞者)
200ｍ
3位 岸 さくら(3年)

【バドミントン】《西胆振大会 5/12(土)あかつき》
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：小玉 雄斗(3年)
阿部 俊平(2年)
永井 海斗(2年)
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：松浦 涼太(3年)・粕谷
庄司 和矢(3年)・古市
鈴木 聖司(2年)・永井
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ：松田 寧々(2年)
佐藤 そら(2年)
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：小川 碧生(3年)・坂東
佐々木真菜(3年)・牛坂

龍斗(3年)
大樹(3年)
陸斗(2年)
美羽(3年)
望愛(3年)

ベスト４
ベスト８
ベスト８
ベスト４
ベスト16
ベスト16
べスト16
ベスト16
ベスト４
ベスト８

《平成30年度伊達市中学校卓球競技大会 6/2(土)あかつき》
団体戦 男子団体…優勝(全道大会出場)
(阿部、小泉、大石、鈴木、渡邊、菊池、青木、佐藤賢)
女子団体…優勝(全道大会出場)
(菊谷、菊地、門真、和賀、千葉、鈴木)
個人戦(男子)
１位 青木
忠(2年)、２位 鈴木 翔太(3年)
３位 阿部 将大(3年)、４位 大石龍之介(3年)
５位 佐藤 賢仁(1年)、６位 菊地 颯太(3年)
８位 渡邊 奎斗(3年)
以上、全道大会出場
個人戦(女子)
１位…鈴木 麻祐(2年)、２位…千葉 瑛水(2年)
３位…菊谷 真維(3年)、５位…菊地 優香(3年)
６位…和賀 奏歩(2年)
以上、全道大会出場
《第58回伊達市民卓球大会 6/3(日)あかつき》
個人戦(男子ｼﾝｸﾞﾙｽＢ級)
優 勝 青木
忠(2年)、準優勝 阿部 将大(3年)
ﾍﾞｽﾄ４ 小泉 智也(3年)、ﾍﾞｽﾄ８ 鈴木 翔太(3年)
個人戦(女子ｼﾝｸﾞﾙｽ)
準優勝 鈴木 麻祐(2年)
個人戦(女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ)
準優勝 鈴木 麻祐(2年)・一般の方のペア

【ソフトボール】《第13回中学校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
予選ﾘｰｸﾞ

【バレーボール】《室蘭地区春季大会5/12(土)あぶた体育館》
第3位

伊達中学校
予選トーナメント
決勝トーナメント

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
１回戦
準決勝
３位決

伊達２－０虻田
伊達２－０豊浦
伊達０－２桜蘭
伊達２－１光陵

【野球】《北海道中学校軟式野球白老大会 5/12,13(土,日)》
優勝 伊達中学校
１回戦 対
２回戦 対
準決勝 対
決 勝 対
最優秀選手賞
投手

天塩・遠別
札幌柏丘
岩見沢光陵
北広島東部
武田 光巧

１－０勝
７－１勝
７－１勝
７－２勝

《全日本少年軟式野球西胆振大会 6/2(土)》
優勝 伊達中学校（7/14全道大会出場、富良野）
対 光陵中学校 ４－２勝
対 虻田中学校 ７－０勝(5回ｺｰﾙﾄﾞ)

対
対
対
対

5/4,5(土)石狩市》
七飯・上磯・野田生 ４ － ５ 負
北都
７ － ５ 勝
当別
７ － １ 勝
もみじ台南
１ －１０負

壮行式(5/24)
本年度から屋内で行うことにな
りました中体連壮行式でした。
選手たちの試合にかける決意の
言葉、応援団による熱のこもった
激励。体育館は心地よい緊張感に
満たされました。
中体連大会はすでに始まってお
り、競技ごとに6月の土、日と続い
ていきます。どの競技においても
選手たちの力が十分に発揮される
ことを期待しております。
壮行式当日は多くの方に足を運
び、また励ましていただき、お礼
申し上げます。

１日（金）英語検定、PTA1学年委員会(19:00～多目的室)
２日（土）中体連大会、胆振陸上、西部テニス、伊達市卓球
３日（日）伊達市民卓球大会、サッカーカブスリーグ(洞爺)
５日（火）全校避難訓練
６日（水）フッ素洗口日、部活動待機
PTA役員会(18:30～)、PTA理事会(19:00～)
スクールカウンセラー来校日
７日（木）諸費納入日、2学年総会(5,6校時)
８日（金）1学年見学旅行事前集会
９日（土）中体連西胆振大会、バレー(室市体),バド(あかつき)、
サッカーカブス
１０日（日）バスケ(登総体)、サッカー(入江)、野球(中島)
バド(あかつき)
１１日（月）1年見学旅行、3年高校説明会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
１２日（火）開校記念日
１３日（水）フッ素洗口日、清掃なし、部活動待機
校内研修、スクールカウンセラー来校日
１４日（木）諸費納入日、PTA体文厚生委員会(19:00～多目的室)
１５日（金）街頭指導、いじめ防止集会、8組プール学習
１６日（土）中体連西胆振大会、バスケ(登総体)、バド(室市体)
サッカー(入江)、野球(中島)、テニス(高砂)、
１７日（日）卓球(あかつき)、部活動停止期間開始(～21日)
１８日（月）放課後学習会(～19日)
１９日（火）フッ素洗口日
２０日（水）定例職員会議、尿・ピロリ菌検査3次、清掃なし
スクールカウンセラー来校日
２１日（木）諸費納入日、期末テスト(1日目)、8組プール学習
２２日（金）期末テスト(2日目)、ケータイ教室
２３日（土）中体連大会、西胆振テニス(高砂)、胆振剣道(伊達)
２４日（日）通信陸上大会(入江)
２５日（月）学年練習(2年)
２６日（火）2年宿泊研修事前集会
２７日（水）2年宿泊研修(～28日)、学年練習(1年)
２８日（木）諸費納入日
２９日（金）2年回復休、学年練習(1,3年)
３０日（土）中体連胆振大会、柔道(伊達)
～

《胆振大会 5/19(土)苫小牧駒澤大学》
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ：小玉 雄斗(3年)
ベスト16
阿部 俊平(2年)
ベスト16
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：松浦 涼太(3年)・粕谷 龍斗(3年) 準優勝
鈴木 聖司(2年)・永井 陸斗(2年) ベスト16
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：小川 碧生(3年)・坂東 美羽(3年) ベスト８
佐々木真菜(3年)・牛坂 望愛(3年) ベスト16

男子団体…準優勝(16チーム参加)
(鈴木、阿部、大石、渡邊、小泉、青木)
女子団体…優勝(7ﾁｰﾑ参加）
(菊地、鈴木、千葉、菊谷、和賀、門真)
個人戦(男子)
３
位…栗山寿輝也(3年)、青木
忠(2年)
ベスト８…阿部 将大(3年)
個人戦(女子)
優勝…鈴木 麻祐(2年)、準優勝…千葉 瑛水(2年)
３位…菊谷 真維(3年)

