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－学校教育目標－
◎自ら考え行動する生徒 ◎ともに学び高めあう生徒
◎豊かな感性を培う生徒 ◎健やかな心身を育む生徒
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校 長 北 本 貴 史
日射しが暖かさを増し、木々のつぼみがふくらみはじめ、春の気配を感じる頃を迎えました。先日、３月１３
日には第７４回卒業証書授与式を行い１４６名の卒業生を送り出しました。昨年度は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止対策で、卒業式は卒業生と教職員のみの参加でしたが、今年度は、感染リスクを軽減させなが
ら、生徒一人につき各家庭からの出席を１名と制限した中での実施となりました。卒業生達はそんな中で、担任
の最後の名前の読み上げに心を込めて返事をしていました。そして、一年間多くの制限の中で工夫をしながら努
力して生活をしてきたことに胸を張って、立派に旅立っていきました。１・２年生は、卒業生の晴れの姿を見る
ことができませんでしたが、今できることを考え、メッセージを書いたり、１・２年生全員の写真を撮って、
それを当日廊下に掲示したりして見送りました。また、卒業式の様子をとった映像を見て、今まで多くの場面
で見せてくれた卒業生の頑張りや後ろ姿から卒業生達の想いを感じ、そして、それを受け継ぎ、良き伝統を引
き継いで、さらに高めてくれることと思います。また、本日、令和２年度の修了式と離任式を行いました。コロ
ナ禍の中で工夫をしながら取り組んだこと、お互いに支え合いながら取り組んできたことを新年度に生かし、
新たな気持ちで、一日一日を大切にしながら、更に成長していくことを願っています。
さて、本日、子どもたちには柞葉（ははそば：通知表）が渡されています。その中には、これまでの学習・生
活などを振り返った評価、通信欄には生活の様子や担任からの励ましなどが記載されています。ぜひお子さんと
一緒にご覧いただき、一年間の学校生活を振り返りつつ、新年度へ向けて気持ちを切り替えスタートできるよう
に支援と準備を進めてほしいと思います。
卒業式の式辞で話をした一部を紹介したいと思います。
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「何も咲かない冬の日は下へ下へと根を伸ばせ」
この言葉は、２０００年のシドニーオリンピック女子マラソンで、金メダルをとったＱちゃんの愛称で知ら
れる高橋尚子さんの座右の銘です。いくら練習しても記録が伸びないような時に、この言葉を自分に言い聞か
せながら日々の地道な努力を積み重ねて頑張ったそうです。そして、後で恩師が「やがて大きな花が咲く」と
付け加え、厳しい時期を耐え、そして努力を続ければいつか報われるという、励ます言葉として広く知れ渡る
ようになりました。楽しいときや嬉しいときより、むしろ、苦しいときや辛いときに、人としての真価が表れ
ます。春になると華やかな花を咲かせる桜の木も、厳しい冬の寒さを堪え忍んではじめて、美しい花を咲かせ
るといわれています。苦難に遭っても、成果がすぐに出なくても、
「焦らず、あわてず、諦めず」
、目の前にあ
ること一つ一つに挑戦し、時には、失敗の中にある価値からも学び、人としての根をはっていってください。
そして、自分らしい花を咲かせてほしいと願っています。
「一生懸命やると好きになる 好きになると続けていく 続けていくと本物になる そして、本物になると個
性のある自分の花が咲く」
まもなく４月となり新入生を迎えて新しい年度が始まります。今年一年本当によく我慢をしながら工夫をし
て生活をしてきました。その中で「粘り強さ（忍耐力）、自制心、対処能力、やり抜く力」などの非認知能力と
言われている力が少しずつ身についてきていると思います。そのことを生かして、新年度も色々な場面で花を
咲かせながら大きく成長することを願っています。
新型コロナウイルス感染症の今後がまだ見えません。「３密を避ける」「マスクを着用する」「手洗いや消毒
をこまめに行う」など、『新しい生活様式』をご家庭でも継続して取り組み、規則正しい生活リズムで春休み
を過ごし、気持ちを充実させ、新たな目標と決意をもって、４月６日（火）に元気な姿で登校して、今年度以
上に輝く場面が見られることを楽しみにしています。
この一年間の学校教育にかかわって多くの場面で、保護者や地域の皆様、そして、関係者の皆様のご理解と
心強いご協力をいただきましたことに、あらためて感謝申し上げます。新年度も保護者の考えや地域のご意見
等をお聞きしながら子どもたちを励まし、より一層の努力の努力をしながら教育活動を進めていきたいと考え
ています。今後もご支援とご協力をいただけますようお願いいたします。

☆ご退職・転出される方々より☆
○北本 貴史校長～ご退職～
開拓の歴史がある地域の大曲中学校で二年間勤務をさせていただきました。その間、生徒の頑張っている
姿から生きる喜びをもらい、保護者や地域の方々より多くの支援や激励をしていただいたお陰で頑張ること
ができ、充実した生活を過ごすことができました。感謝の気持ちでいっぱいです。この地域や関係機関の方々、
そして教職員の皆様から教わったこと、子供達からもらった感動を糧に、これからも「一生勉強、一生青春」
の言葉を胸に頑張りたいと思います。お世話になりありがとうございました。

○石川 和男先生～ご退職～
大曲中学校が自分の教員生活最後の学校と意識しながら日々過ごしてきました。振り返るとたくさんの思
い出ができた 5 年間でした。いろいろと至らない点があったと思いますが、保護者、地域の皆様、そして子
どもたちのおかげで定年まで充実した日々が送れたと思っています。大空学級や科学部で、いろいろな実験
をしながら笑い合えたことも良い思い出です。ありがとうございました。

○小出 倫生先生～千歳富丘中～
大曲中学校での８年間、大変お世話になりました。美術の授業を通して、たくさんの思いもよらない発想
の作品との出会いがありました。豊かな感性にあふれる美術室で、楽しい日々を過ごすことができました。
美術部では、部員と一緒に卒業式のステージバックを制作し、最後に素敵な作品を飾れたことが、よい思い
出です。いままで、本当にありがとうございました。
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○角谷 尚子先生～千歳向陽台中～
７年間お世話になりました。修学旅行に３回行ったこと、大空学級の担任をしたこと、小学校の乗り入
れ授業に行ったこと、大規模改修で校舎がきれいになったことなど思い出がたくさんあります。何より
も、音読や班活動、発表や合唱、全校生徒が一堂に会することができる環境が当たり前ではなく、とても
幸せなのだと気づくことができました。保護者・地域・生徒のみなさん、ありがとうございました。

○浅野ほたる先生～石狩花川中～
大曲中では、途中産休・育休でお休みをもらいながらも、６年間、お世話になりました。主に大空学級で
過ごしていましたが、毎日を楽しく元気に過ごすことができました。交流での学習や部活動でお手伝いさせ
てもらった時には、みなさんとお話ができて、楽しかったです。みなさん、今までありがとうございました。

○森谷 雅彦先生～ご退職～
１年間再任用として大曲中学校に勤務し、２年生の国語科の授業を担当させていただきました。授業を通
して、２年生のみなさんに国語の力を身に付けてもらうことを目標にして頑張ったつもりですが、どうだっ
たでしょうか。勤務の関係で、行事や放課後活動に参加できなかったことが残念でした。１年間ありがとう
ございました。

○中島 早貴先生～浦河町立荻伏中学校～
１年間ありがとうございました。素晴らしい出会いに恵まれた、かけがえのない宝物のような日々でした。
国語の授業や部活動、とても楽しかったです。私は新しい学校で頑張りますが、皆さんの成長、活躍を心か
ら願っています。短い間でしたが、たくさんの思い出をありがとうございました。

○佐藤 吉文先生～任期満了～
７月から放課後学習のお手伝いをさせていただきました。全体的な授業とは違って、生徒さん方と一対一
の話ができて、とても楽しかったです。子供たちはとてもよく指導されていて、自習の態度は驚くほど真剣
なものでした。機会があれば、今よりもっと成長した生徒さん方に会うことを楽しみにしています。

○中畑 友美さん～任期満了～
9 ヶ月という短い間でしたが、大曲中の温かい雰囲気を気持ちよく感じながらお仕事をさせていただき
ました。生徒のみなさんの元気な挨拶や廊下ではしゃぐ声、部活動に励む姿からパワーをもらったり、生
徒たちを想って行動する先生方の一生懸命な姿に感動したり・・・多くの学びがあり、大変貴重な経験を
させていただきました。このような素敵な環境でお仕事ができたこと、誇りに思います。本当にありがと
うございました。

○柿崎里知子さん～任期満了～
明るくきれいな大曲中学校、温かい先生方、元気に挨拶をしてくれる生徒さん、ステキな学校で働けてよ
かったです。４か月と短い間ではありましたが、お世話になりました。ありがとうございました。

おめでとうございます！
先日２１日、本校剣道部が下記の大会にて入賞いたしましたことを報告します。コロナ禍の
中、感染症対策を講じながら日々の練習に取り組んできた結果であると思います。
引き続き、本校部活動へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
北海道教育大学学長杯争奪 第１２回中学生剣道錬成大会 中学校男子の部「敢闘賞」
【団体戦メンバー】
髙嶋 柑汰さん 小島 淳弥さん 中田 流星さん
金澤 凛空さん 平野
翔さん 千葉 勇人さん
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◇年度末・年度始休業について◇

４月

３／２５（木）～４／５（月）の期間は、年度末・年
度始休業（＝春休み）となります。事故等なく安全に春
休みを過ごされますことを心から願っております。
なお、春休み中の生活の仕方等につきましては、本校
生徒指導部から配付されます文書にてご確認ください
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

○交通安全に十分な注意を
雪解けも進み、路面も舗装が見えるところが多くな
ってきました。しかし、まだ雪山となっている箇所もあ
ることや、朝晩は凍結しているところもあります。日常
的にも、部活動での登下校も含め、交通安全には十分注
意してほしいと思います。
部活動等の登下校も含め、正式に「自転車使用」を認
める時期は、４月９日（金）に行われます「自転車点検」
以降となります。どうぞご理解をよろしくお願い申し
上げます。

○転送電話について
昨年より導入しております「転送電話」につきまし
て、部活動終了時刻から３０分ほど経過した時刻から
翌稼業日の午前７時３０分（目安）までの間、自動音声
によるメッセージ対応となりますことをご確認くださ
い（休日も原則、終日「転送電話」となります）
。なお、
重大事態（①非常災害②生徒の事故・事件発生及び生徒
指導上緊急の必要性がある場合）においては、北広島市
役所【011-372-3311（代表）
】にご連絡ください。

☆お知らせ☆
三上有希教諭につきまして、４月から長期
社会研修につき、１年間不在となります。１年
生担任及び放送部を務めるなど、多岐にわた
り子供たちの成長に大きく貢献されました。
【三上教諭より】
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＜４月目標＞
〇明るくあいさつをし
心地よい
スタートを切ろう
転入者着任 職員会議日
転入生徒受付(9:00) 職員会議日

学級編制発表 新年度準備
着任式・始業式・入学式
学級写真撮影 リコーダー販売
対面式
職員会議日
標準学力テスト 自転車点検（予定）
土曜授業①・参観日
全校集会 知能検査（１年）
３年生修学旅行①
３年生修学旅行②
３年生修学旅行③
３年生回復休業

内科検診（２年）
身体測定（２計測）

内科検診（３年）
生徒会各委員会
（祝）昭和の日
交通安全教室 部活動結成集会

スクールカウンセラー及び心の相談員の４
月出勤予定につきましては、現在のところ未
定です。決まり次第、ホームページ及び学校だ
より等でお伝えいたします。引き続き、ご活用
くださいますようよろしくお願い申し上げま
す。なお、事前予約等の際は、本校教頭（3762354）までご連絡ください。

今年度、北広島図書館で研修させていただくこと
になりました。ぜひ本を借りに来て下さいね。学校
を離れることになりますが、籍は１年間大曲中にあ
り、学校を訪れる機会もあるかと思います。生徒の
皆さんの成長した姿に会えるのを楽しみにしつつ、
スキルアップできるよう私も頑張ります！

★大曲中学校区「目指す子ども像」★
豊かな心で 元気なあいさつ 自ら考え 進んで学ぶ 大志をいだき 未来をひらく 大曲の子ども

かしこく（知） ただしく（徳） ねばり強く（意） たくましく（体）
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