
11 月２日 開校 50周年記念式典

教頭 大髙 雅子

今年度本校は開校 50 周年を迎え、11 月

２日には、開校 50 周年記念式典を開催す

る予定で準備を進めております。

この開校50周年に関わる様々な取組の

準備に当たり、本校ＰＴＡや同窓会、教

職員ＯＢ会等の皆様より多大なる御支援

をいただいており、心より感謝申し上げ

ます。

さて、現在札幌市では、第２次まちづ

くり計画に札幌東地区イーストエリアの

再開発を位置付けており、本校は急速に

変化する都市環境の中心地に置かれてい

る状況です。

昨年８月に建替えとなった校舎は、公

立学校では珍しい５階建てで、都市の防

災機能も兼ね備え、まさに、地域の学校

としての期待を担っております。

このように変化する環境にある本校で

すが、これまで継承されてきた行事は変

わらずに実施しています。例えば、今年

も、旅から帰札する修学旅行生が乗車す

る列車に、校舎屋上から黄色いハンカチ

を振って迎える「黄色いハンカチプロジ

ェクト」が行われました。高層ビルの隙

間のわずかな距離ですが、大切に続けら

れています。

また、あいさつやドアリレー、学年の

縦割り活動、文化祭での演劇発表等も継

続して行われています。

これらの活動は、生徒たちの真面目な

姿勢や教職員のアットホームな雰囲気に

支えられていることを日々感じています。

「雰囲気」に形は無く、直接目には見え

ませんが、まさにそれこそが伝統内
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８月２７日(月)の始業式は・・・

持ち物は次のとおりです。

・上靴 ・通知表 ・筆記用具 ・学級保管教材

・翌火曜日から使う朝読の本、給食用具

・提出物(学年・学級でそれぞれ確認)

また、８月 27 日(月)は夏服登校ですが、天候によ

りジャージ登校となる可能性があります。

＜夏休み関係の諸連絡＞

夏季休校日について

札幌市教育委員会では、全国的な課題となっている

教職員の長時間勤務等への対応策として、昨年度より

夏休み期間中に「夏季休校日」の取組を実施していま

す。

本校では８月13日(月)～15日(水)までを夏季休校

日とし、原則として年末年始の休日等と同様に、学校

としての休校日とし、部活動についても、この３日間

は部活動休養日となっております。ご理解とご協力を

お願いします。

なお、夏季休校日の取組についてのお問合せにつき

ましては、札幌市教育委員会教職員課労務係(電話

211-3853)までお願いします。
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には、開校 50 周年記念式典を開催する予定で

準備を進めております。

この開校 50 周年に関わる様々な取組の準備

に当たり、本校ＰＴＡや同窓会、教職員ＯＢ会

等の皆様より多大なる御支援をいただいてお

り、心より感謝申し上げます。

さて、現在札幌市では、第２次まちづくり計

画に札幌東地区イーストエリアの再開発を位置

付けており、本校は急速に変化する都市環境の

中心地に置かれている状況です。

昨年８月に建替えとなった校舎は、公立学校

では珍しい５階建てで、都市の防災機能も兼ね

備え、まさに、地域の学校としての期待を担っ

ております。

このように変化する環境にある本校ですが、

これまで継承されてきた行事は変わらずに実施

しています。例えば、今年も、旅から帰札する

修学旅行生が乗車する列車に、校舎屋上から黄

色いハンカチを振って迎える「黄色いハンカチ

プロジェクト」が行われました。高層ビルの隙

間のわずかな距離ですが、大切に続けられてい

ます。

また、あいさつやドアリレー、学年の縦割り

活動、文化祭での演劇発表等も継続して行われ

ています。

これらの活動は、生徒たちの真面目な姿勢や

教職員のアットホームな雰囲気に支えられてい

ることを日々感じています。「雰囲気」に形は無

く、直接目には見えませんが、まさにそれこそ

が伝統そのものであることを感じています。

１１月２日の開校５０周年記念式典は、受け

継がれてきた懐かしく温かい学校の雰囲気であ

る“伝統”が伝わるような内容となるよう、計

画を進めております。

道徳・命の尊さを考えるテーマについて

本校では、子供たちの豊かな心を育むため道徳教育

の充実を目指しておりますが、今後の道徳の時間にお

いて、命の尊さについて考えるテーマとして、自然災

害や交通事故、疾病（がんなど）を取り上げることを

検討しています。

しかしながら、身近な方を自然災害や事故、病気で

亡くされた経験などのあるお子様に対しては充分な

配慮が必要と考えております。

このようなテーマを取り扱う上で配慮を必要とさ

れる場合は、7月末までに担任あるいは教頭までご連

絡いただけますようお願いいたします。



平成３０年度 中体連結果報告

団体(本校部活動設置種目）

競技種目 開催日 対戦結果

野球部 6 月 23 日(土) １回戦 中央中 ２－３ 八軒東中

サッカー部 6 月 23 日(土) １回戦 中央中 ８－０ 真駒内曙中

6 月 30 日(土) ２回戦 中央中 ２－２ 常盤・簾舞中連合チーム ＰＫ２－４

男子バスケ部 7月 7日(土) １回戦 中央中 ４３－５２ 西野中

女子バスケ部 7月 7日(土) １回戦 中央中 ４１－４５ 啓明中

女子バレー部 7月 7日(土) ブロックリーグ 中央中 ２－０ 西陵中、 中央中 ０－２ 北都中

8 日(日) 決勝トーナメント 中央中 ２－０ 平岡中央中、 中央中 ０－２ 栄町中

ブロック３位

個人(個人参加種目)

競技種目 開催日 種目・結果

体操 6 月 30 日(土) ２年小川 全市 総合 10位

新体操 6 月 30 日(土) ２年加藤 全市 総合 33位

陸上 6 月 30 日(土) ３年小田桐 100ｍ全市２位、200ｍ全市２位 全道大会へ進出

水泳

6 月 16 日(土)

6 月 17 日(日)

３年福田 100ｍ背泳決勝２位・200ｍ背泳決勝２位 全道大会へ進出

３年村井 50ｍ自由形決勝５位・100ｍ自由形決勝７位 全道大会へ進出

２年 重 50ｍ平泳ぎ予選５位、１年小林 50ｍバタフライ予選３位

卓球 6 月 17 日(日) １年蒲谷 ブロック大会３位

7月 8日(土) 全市大会 ベスト 16

女子バドミントン 6 月 30 日(土) ２年髙木 ブロック大会２回戦敗退

吹奏楽コンクール＆中文連演劇発表会

【吹奏楽部】
全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会は８月７日（火）に札幌コンサートホール Kitara で行われ

ます。中央中学校の演奏は 11 番目（１１：３０頃の予定）です。中学校Ｂ編成（３５人以下／自由
曲７分以内）で出場します。演奏曲は「アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲」（作曲：福
島弘和）です。当日券は１２００円です。

【演劇部】
≪中文連演劇発表会≫での発表が８月４日(土)１３：1０より教育文化会館小ホールにおいて行わ

れます。「ボクの宿題」というタイトルで父と息子の心の交錯をテーマにした内容になっています。
詳しくは先日配布されたリーフレットをご覧ください。演出、舞台監督、音響、照明、大小道具、キ
ャスト、43 名の部員が自分たちの手で作り上げた舞台です。入場は無料です。たくさんの方のご来場
をお待ちしています。

� 保護者・地域の皆様へのお知らせ �

■普通救急救命入門講習を開催します！ ８月２４日（金）１４時～１４時５０分

ＡＥＤの使い方等の講習を本校体育館で行います。保護者、地域の皆様の参加をお待ちしてい

ます。地域の皆様で参加を御希望される方は、教頭まで御連絡ください。【241-6266】

■グラウンド改修工事が始まります！ ８月１日（水）～平成３１年３月

地域の皆様にはお知らせしておりますが、いよいよグラウンド改修工事が着工となります。約

半年の工期となりますので、御理解と御協力をお願いいたします。


