
 

 

学校だより 

陽  光ひかり  

学校教育目標 未来を築く生徒の豊かな人間性の育成をめざして          
①高い知性を育てる ②豊かな心情を育てる ③健康な身体を育てる ④ねばり強い実践力を育てる 

 

合唱コンクールが終了しました！ 

－体育館いっぱいに心の歌が響きわたりました－ 

 10 月 26 日(金)「来年に伝えたい合唱・学級」を目標に、合唱コンクールが実施されました。来場された方から「どのク

ラスも一生懸命さが伝わる合唱でした」「学年が上がるにつれて、レベルアップを感じ楽しませていただきました」との感想

をいただくなど、中学校生活での取組がどの学級においても生かされており、成長を直に感じさせてくれた、素敵な合唱コ

ンクールになりました。 

 

  最優秀賞は「はじまり」を合唱した３年１組が受賞しました 

 「もっとも来年に伝えたい合唱・学級」に贈られる最優秀賞は「はじまり」を歌った３年１組に贈られました。３年１組 

の歌には「盛り上がりがよかった」「迫力を感じた」「丁寧さがよかった」との感想をいただきました。 

 

学 級 発 表 曲 プロジェクト長 指 揮 者 伴 奏 者 審査結果 

6組 空高く 品田 文哉 宮本 涼平  川崎 真愛   銀  賞 

1年1組 Let’s Search For Tomorrow  鍵谷 美桜  長谷川 光琉  浦野 綾伽   銅  賞 

    2組 明日へ  坂上 虎太郎  山本 唯斗  山吹 真那   銅  賞 

  3組 地球星歌～笑顔のために～  三浦 鈴  高野 衣麻  根本  奏   金  賞 

  4組 輝くために  福井 緑  野澤 舞音  森口 まなか   銀  賞 

2年1組 手紙～拝啓 十五の君へ～  沼田 珠稀也  小原 芽依  岡田 愛梨   銀  賞 

  2組 虹  澤田 悠人  佐藤 颯太  山下 ひなの   金  賞 

  3組 ふるさと  和田 結那  畠山 寛菜  布目 遥香   銀  賞 

  4組 YELL  山崎 なつみ  木下 采姫  加藤 翔太   銀  賞 

3年1組 はじまり  小坂 澪  吉田 さくら  前田 友耶  金賞・最優秀賞 

  2組 証  髙岡 美初  舘  亜梨奈  高木 晴香   銀  賞 

  3組 青い鳥  野村 愛璃   花音  工藤 百華   銀  賞 

  4組 ヒカリ  小林 蓮奈  崎 茉奈   小林 蓮奈 金  賞 

 

吹奏楽部定期演奏会 

 10月７日(日)、本校体育館にて第13回吹奏楽部定期

演奏会が開催されました。当日は、たくさんの保護者や

OB、そして地域の方々にもご来校いただき、素晴らしい

演奏会となりました。３年生にとっては、最後の演奏で

した。 

 また、学校評議員の寺尾様よりお祝いのお花をいただ

きました。大変ありがとうございました。 

 

第21回 新琴似ふるさとコンサート 

 12月2日(日) 13:00～ 新琴似北中学校体育館 

 出演校予定：新琴似鼓の畝少年団、新琴似北小ブラスバンド、光陽中学校吹奏楽部 

       新琴似北中学校吹奏楽部、新琴似中学校吹奏楽 

  3年生が引退後、初めての１、2年生だけの演奏となります。 

  たくさんのご来場をお待ちしております。 

  平成30年（2018年） 

  １０月３１日 第８号 

  札幌市立光陽中学校 

  校長 中 山 明 彦 

  電話７６３-００６６ 



中体連新人戦・各種大会結果 

 〇サッカー部(中体連新人大会・西地区ブロック予選) 
   １回戦   光陽中２－１手稲東中 
   ２回戦   光陽中２－１新琴似北中 
   地区決勝戦 光陽中０－３北辰中 
 〇野球部(北区新人大会) 
   １回戦  光陽中・新川西中１１－８篠路中 
   ２回戦  光陽中・新川西中 ３－１北辰中 
   準決勝  光陽中・新川西中 ２－７屯田北中 
 （全市大会） 
   １回戦  光陽中・新川西中 ０－３平岸中 
 （チャレンジカップ・１次予選リーグ） 
        光陽中・新川西中 ５－４八軒東中 
        光陽中・新川西中 ６－８中央中 
  
 
    

〇卓球部(中体連新人大会) 
  男子団体戦  １回戦 光陽中３－１八軒中 
         ２回戦 光陽中０－３厚別南中 
  女子団体戦  １回戦 光陽中０－３星置中   
 男子シングルス：２年三宅、寺田 ２回戦敗退 

  女子シングルス：２年奈良、布目、宮下、土方、岡島 
          １年篠島 ２回戦敗退 
〇女子バレーボール部(中体連新人大会) 
  ブロック予選 光陽中０－２信濃中 
         光陽中２－０発寒中（Aブロック２位） 
   ブロック決勝トーナメント 
         光陽中２－０稲積中 
          光陽中０－２厚別南中 
〇女子バスケットボール部(中体連新人大会) 
   ２回戦 光陽中１４－６２宮の丘中         
 
 

                                                
    
                                     
 
 
 
 
 
                                                                                       

 
 

 行事予定 

〈C週時間割〉 

 1日(木) 開校記念日 

 2日(金) 教育相談日③、安全衛生の日 

 3日(土) 文化の日 

 5日(月) 3年進路用写真撮影(6校時) 

 6日(火) 【昼清掃】、教育相談④ 

 7日(水) テスト前職員室入室禁止(～12日) 

 8日(木) 3年朝G、3年学力テスト総合C 

      PTA役員推薦委員会② 

部活動部長会議13:25～ 

      テスト4日前部活動停止 

 9日(金) 朝G、光友会 

〈B週時間割〉 

12日(月) 朝G(5時間)、2学期末テスト(理英国社数) 

      6組スポーツ交流会(午前中) 

14日(水) 1、3年午前特別時間割(基本は木125授業) 

      1年環境講演(午後)、2年職場体験(全日) 

      3年福祉学習(午後) ◇1、3年早出し給食 

15日(木) 木12345道、得点通知表配付(学C) 

       常局学年協16:10～ 

16日(金) 【家庭の日】 

19日(月)  3年得点通知表配付(期末) 

全校協議会16:10～ 

       3学年ジュニア防火防災スクール(6校時) 

20日(火)  金1234、校内研修会15:15～、完全下校14:00 

      研究授業(1年2組) 

※1年2組のみ5校時授業あり 

21日(水)  1、2年得点通知表配付 

23日(金)  勤労感謝の日 

〈C週時間割〉 

 26日(月) 月12345(5時間) 

 27日(火) 授業授業(6校時)、【昼清掃】 

      全学年PTA集会15:50～ ★諸費引落日 

 28日(水) PTA運営委員会④16:15～ 

 29日(木) 木12345道 

 30日(金) 職員会議15:15～、完全下校15:10 

 

 

 

席書大会(10/2)1７名参加 
 毎年、行われている席書大会ですが、今年は17名の参

加で本校で行われました。 
それぞれの生徒が、静粛な 

中で書を楽しんでおりました。 
結果は11月の朝日新聞に載 

ります。 
 

3 学年進路説明会開催(10/29) 
 3 学年進路説明会が開催されました。3 年生は 11 月 8
日(木)に学力 C が実施され、いよいよ進路決定の時期と

なりました。 
 保護者そして担任の先生等 
とよく相談して進路の実現に 
向けて頑張ってほしいです。 


