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１４日（金）第３８回卒業証書授与式
いよいよ３年生が卒業です。式ではちょっと緊張した様
子でしたが、最後に教室で写した写真はみんな笑顔です。
４月からは新たな場所でそれぞれのスタートになります。
卒業生１４名の活躍を応援しています。

７日（金）スキー遠足
天候はあまり良くありませんでしたが、事故やケ

ガもなく思い出に残るスキー遠足になりました。

１２日（水）３年生バイ
キング給食がありました。
みんな楽しそうですね。



４月　学校行事予定表

第 1 便 第 2 便

1 火

2 水

4 金

5 土

6 日

7 月 1 15:40 なし

8 火 2 15:40 18:00

9 水 3 15:40 18:00

11 金 5 15:40 18:00

12 土

13 日 なし 10:40 なし

14 月

16 水 7 15:40 18:00

19 土

20 日

23 水 12 15:40 18:00

24 木 13 14:40 なし

25 金 14 15:40 18:00

26 土

27 日

28 月 15 15:40 18:00

29 火

30 水 16 15:40 18:00

15:40

15:40

陸：強化記録会（手宮）

家庭訪問④　生徒総会　歯科検診11:00～12:00　　村学校生活指導委員会（留中）18:30

18:00

研修日①（研修計画）　内科検診13:00～　尿検査1次　村Ｐ連総会（留中）18:30

11

家庭訪問③

22

月

18

家庭訪問⑤

金

火

14:40

6

家庭訪問①

全国学力・学習状況調査（３年）　１学期公民館図書選定

15

昭和の日

職員会議①（新年度①）

18:00

8 なし

9 15:40

17

10

火

留寿都中学校
バ ス 運 行 表給

食

18:00

平成２６年度    

日 曜 学 校 行 事 等

学力テスト①（全）　教科オリエンテーション

3 木

21

木

木

全校朝会（認証式）　参観日①　ＰＴＡ総会　ＰＴＡ歓迎会

職員会議③（５月）　登校指導②

4

職員会議②（新年度②）

着任式・始業式（午前）　入学式（午後）

15:40

対面式　前期常任委員会①（前期計画立案）

登校指導①　三計測　視力・聴力検査

15:40

振替休日

18:00

10

心臓検診11:00～

家庭訪問②　前期常任委員会②（前期計画答弁） 18:00



平成２６年度前期生徒会役員選挙

３日（月）６時間目に平成２６年度前期生徒会役員
選挙が行われ、新書記局が決まりました。

会 長 藤岡 愛吏 さん
副会長 松下凜太郎 くん
書 記 大泉 結子 さん、森 花遥 さん

自習帳の表彰
１年 最優秀：秦 菜津美 松村 涼平

優 秀：加地 遊 小林 息吹 高田 愛来 藤谷 彩夏 山原 新大
２年 最優秀：川添 柚花 冨田 賢之 細川 智史 増山 椋斗

優 秀：市原健士朗 大泉 結子 花谷 由貴
３年 最優秀：今井 友裕 浦口 真弥 川崎 里奈 小林 美涼 仙北谷侑希 髙橋 拓夢 高橋 悠人

花谷 大輔 細見 汐里 山原 菜生
優 秀：今井 友香 渡辺 光太

最後まで、自習帳の提出を継続して頑張りました。きっと皆さんの力になっていると思います。来年も
頑張って取り組みましょう。

３年生進学先
北海道留寿都高等学校、北海道倶知安高等学校、北海道真狩高等学校、
北海道札幌旭丘高等学校、北海道札幌清田高等学校、北海道札幌東商業高等学校、
北海道札幌平岡高等学校、北海道札幌平岸高等学校

卒業生の皆さんおめでとうございます。それぞれの目標に向かって頑張って下さい。

転出職員より皆様へ

４年間お世話になりました。

４年前の着任時、初めて全校生徒の前に立った時、彼らの「微動だにしない姿勢」と「痛いほど

まっすぐな視線」になんて素晴らしい中学生なんだろうと感動したことを昨日のことのように鮮明

に覚えています。さらなる驚きはその様子や雰囲気が人が変わっても、今日まで全く変わっていな

いことです。「よく学びよく遊べ」を体現した留寿都中学校の生徒たち、君たちとの出会いは私の

一生の財産です。

また、保護者の皆様には、ＰＴＡ活動等でお手伝いをいただいたり、学校経営に関わるご相談に乗っていただくなど、大

変お世話になりました。ありがとうございました。それでは、生徒や保護者の皆様のますますのご活躍とご健勝をお祈りし

て、離任のご挨拶とさせていただきます。

校長 宮本 元仁

I want to say a big thank you and goodbye to everyone. Thank you for letting me be
your teacher. Thank you for letting me be your friend. It was always fun teaching you.
You all have nice personalities, good confidence and a trying attitude. Please continue
to work hard and be the best you can be! I will remember all of you and miss you
terribly! See you around Sapporo!

Samuel Walkom

生きていて、どんなことであれチャレンジできるということは、うれしいことです。プレッシャーを感じることができるのは、

誇りでもあります。

たくさんの夢を大切にはぐくみ、それをかなえたい。新たな記憶を、私のからだに、そして心に刻みたいのです。それはきっ

と、私の人生を支えてくれる心のたからものになるから。

田村 亮子 《心のノート P１２３》



今年度を振り返って

校長 宮本元仁

３月も下旬となり、ますます春の気配が濃くなってまいりました。
校舎周りの雪が着々と縮小しています。先日の朝、畑の肥料のよう
なにおいを感じました。村内なのか近隣町村なのかはわかりません
が、毎年春先に感じていた留寿都の春の香りの一つです。

まず、先日卒業した３年生が全員第一希望の高校に合格したこ
とをお知らせいたします。難関校と呼ばれる学校や倍率の高い学
校を受験した生徒もいましたので心配していたところですが、こ
のような結果を聞き、私たち教職員もほっと胸をなで下ろしてい
ました。それぞれの進路において自分らしく、楽しく、興味関心
の高いことに邁進し、高校生活を謳歌することを期待しています。

さて、本日をもって本校における全ての教育活動を無事終えることができました。
今年度も生徒の着実な成長を実感することができました。これまで本校の生徒を見
て感心することは、進級時にとても自然な感じでの自覚の向上が見られることです。
その一環として気持ちの面で新１年生を迎える準備が整いつつあることを実感しま
す。きっと優しく笑顔で迎えてくれることでしょう。

このように受容的な雰囲気のあることが留寿都中学校の最も素晴らしい伝統の一
つだと感じているところです。我々教職員は、常々そのようなことを心がけて指導
に当たってはいますが、その前に各家庭での基本的な指導や躾そして留寿都という
コミュニティが持っている教育力がベースにあるからこそ、そうなっているのだと
いうことを強く実感します。そのことに深く感謝を申し上げ、次年度
もこの雰囲気を継続発展できるようお力添えをお願いし、ご挨拶とい
たします。

平成２５年度 留寿都村体育協会スポーツ表彰
スポーツ奨励賞
卓球部　女子 後志中学校卓球大会　 女子団体 ３位

野球部 第19回蘭越町長杯選抜中学校野球大会　 準優勝

今井　友裕 後志中学校陸上競技大会　 共通男子走り幅跳び １位
全日本中学校通信陸上競技大会小樽後志大会　 共通女子砲丸投げ　 ３位
後志中学校陸上競技大会 共通女子砲丸投げ ３位
全日本中学校通信陸上競技大会小樽後志大会　 共通男子砲丸投げ ３位
後志中学校陸上競技大会 共通男子砲丸投げ １位

伊藤萌々香 後志中学校新人陸上競技大会 共通女子 ８００ｍ ２位
全日本中学校通信陸上競技大会小樽後志大会　 １年男子 １５００ｍ ３位
後志中学校陸上競技大会 共通男子 ３０００ｍ ３位
後志中学校新人陸上競技大会 共通男子 １５００ｍ ３位
後志中学校新人陸上競技大会 共通男子 ３０００ｍ ２位

今井　友香

高橋　悠人

北川ヒロト

(高橋優介、糸矢友喜、松下凜太郎、市原健士朗、小林息吹、増山椋斗、斎藤巧太郎、山原新大、松村涼平、加地遊）

(浦口真弥、川崎里奈、小林美涼、鈴木萌々香、山原菜生、川添柚花、渡辺未佳、高田愛来、秦菜津美、森花遥）


