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新年度スタートに思いを込めて 

           校長 伊  藤 孝 一 

 

 豪雪地帯三笠も雪解けを迎え、日差しが、風が春らしさを感じさせる頃となりました。そん

な中、４月５日、４９名の新入生と５名の新しい先生方を迎え、全校生徒１４４名の生徒と、

２５名の職員で平成３１年度がスタートしました。春の陽気や新学期のスタートにあっては、

毎年のように何とも言えない緊張感と心が弾む気持ちになります。そして、新しい出会いへ

の期待や新鮮な気持ちでのスタートには特別な思いがあるものです。 

 さて、新学期が始まるにあたり、始業式では次のような話をしました。 

これからは厳しい時代→お互いが支え合って、助け合って生きる時代→コミュニケーション力が

大切→まずは挨拶をがんばろう。 

１つめは挨拶。挨拶をもらった人は、「嬉しい。気持ちよい。一日が気持ちよく過ごせる。」

となる。相手が気持ちよく感じてくれる挨拶を実践しよう。具体的には、自分から、笑顔で、大

きな声で、相手の目を見て、心込めての実践。そうすることで、友だちづくり、人間関係づく

り、信頼関係がつくれることに繋がります。三笠中全体に挨拶が響き渡る学校にしましょう。

２つめは、個性を大事にしよう。みんな違うけど、みんなそれぞれに良いところが必ずある。

伸ばしましょう。自分だけでなく、友だちの長所も認め、伝えましょう。また、逆に苦手なこと、

嫌なことはどうしたらよいか考えましょう。と投げかけました。 

続いての入学式では、１つは、夢や目標を持つこと、実現・達成するための土台づくりの３年間

にすること。そのためには、自分を鍛え磨くこと。まず、取り組むのは教育目標の実践。そし

て、常に挑戦する気持ちを持ち続けること。２つめは、仲間と何かをやり遂げる経験をたくさ

ん積むこと。そのことで、達成感、自信、次の意欲につなげること。を話しました。 

 

 最後に。皆さんもご存知のように、本校は三笠小中一貫コミュニティースクールを推進してい

ます。これは、義務教育を９年間の一貫教育と考え、三笠小中学校の教職員、保護者、地域

の人たちと一緒になって、子どもたちを育てる取組です。 

保護者の皆さんには、ＰＴＡ活動や学校行事、そして、参観日にぜひ積極的に参加してい

ただきたいということ。また、おじいさんやおばあさん、そして、お友達やご近所の方やＰ

ＴＡのＯＢの方などもぜひお誘いいただき一緒に参加してみてほしいこと。これこそが、コ

ミュニティースクールなのです。みんなで地域の宝である子どもたちの成長にかかわり、見

守って欲しいと思います。我々学校も、保護者や地域の方に、この学校だよりをはじめ、

様々な方法で学校の様子をお知らせしたいと考えています。どうか、昨年度以上に、保護者

や地域の皆さんのご指導ご協力を賜り、子ども達の成長に力をお貸し下さい。 

今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 



生徒の様子や努力を広く紹

介する主旨で生徒の個人名や

写真を積極的に掲載させてい

ただいています。不都合があれ

ば学校までご連絡ください。 

４９人の新たな仲間を迎え 
入学式・対面式 

 ４月５日に平成最後となる入学式が行われ、４９人の新たな仲間を加え全校生徒１４４人

で今年度のスタートを切りました。全教職員で生徒と一緒に力を合わせてより良い三笠中学

校を創りあげる１年になれるよう頑張りたいと思います。保護者・地域の皆様にも多々ご協

力いただくことと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 入学式では、初々しい入場や堂々たる新入生誓いの言葉、在校生の貫禄ある歓迎の歌など、

素晴らしい入学式となりました。 

 また、対面式では、生徒会役員が工夫を凝らして生徒会の説明などを行い、各部活動も部員

の個性を活かした部の紹介がなされ、笑いや感動に包まれました。 

 役員認証式 

 １５日に生徒会・学級役員の認証式が行われました。１年生にとっては、初めての生徒会活

動です。児童会と比べると自分たちの考えが活かされて活動していくことになります。学校

生活をより良く、楽しくするためにはどのような活動をすればよいかアイディアを出しあい

ながら積極的に取り組みを進めてください。 

 もちろん、その土台は学級にありますので、学級役員を中心に一人一人がより良い学級づ

くりをするために毎日の生活を大切にしてください。期待しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



着任しました、よろしくお願いいたします 

４月に着任しました心強い５人の教職員を紹介いたします。全２５人の職員一体となり、よりよい三笠中

学校を目指していきます。ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度の人事異動で、深川市立一已小学校より、赴任して参りました校長の 

伊藤孝一と申します。これまで中学校での勤務はなく、初めてとなります。きっ 

と新入生と同じで、中学校がどういうところかわからず、不安と期待でいっぱ 

いです。また、私は、三笠出身で生まれてから高校までおりました。38年ぶ 

りに戻ってきました。着任してすぐ、三笠の人たちの優しさ、温かさに触れる 

ことができました。この街で、この街の子どもたちのために全力を注いで参り 

たいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

この度、砂川市立砂川中学校から赴任しまし

た西尾正人と申します。Ｃ組の担任と 1年生の

理科を担当します。部活動は吹奏楽部です。比

較的手先が器用なので、物を作ったり直したり

するのが得意です。何でも興味を持ったものに

は手を出す多趣味な人間です。教員生活 30年

目になりますが、異動のた 

びに新鮮な気持ちになりま 

す。この新鮮な気持ちを忘 

れず頑張りたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

４月に夕張中学校からこの三笠中学校に赴任

しました、田附耕一と申します。今年で教職生活

28年目をむかえました。三笠中学校で７校目と

なります。16年前には同じ市内の萱野中に５年

間勤務していました。 

担当教科は英語、生活係として自転車通学など

生活全般に関わる仕事を、部活動は野球部を担当

します。趣味は音楽鑑賞と 

釣りです。色々わからない 

ことがあるかもしれません 

が、生徒の皆さんが楽しく 

学校生活を送れるよう全力 

で支援していきたいと思い 

ますので、よろしくお願い 

します。 

 

この度の異動で奈井江中学校から参りました

池田俊介と申します。三笠中学校に勤めてまだ

間もないですが、いつも素敵な笑顔で子どもた

ちが話しかけてくれ、すごく嬉しく思っていま

す。今年度は、２年Ａ組の担任をさせていただ

くことになり、この出会いを大切に、子どもた

ちと共に「心が通い合える」「互いに高め合える」

学級づくりに励みたいと 

決意をしているところで 

す。少しでも三笠の生徒、 

保護者、地域の思いに応 

えられるよう努力してい 

きたいと思っています。 

どうぞよろしくお願い致 

します。 

 

今年の 3 月に大学を卒業し、4 月より新規採

用となりました養護教諭の遠藤柚賀と申します。

生まれも育ちも東北の宮城県で、北海道で生活す

るのは今回が初めてとなります。 

 私自身、まだ現場を知らない未熟な新米教師で

すが、生徒にとっては人生で一度しかない貴重な

中学時代を共に過ごすことになります。そのこと

を常に頭に入れ、精一杯一人一人と向き合い、気

持ちに寄り添いながら支えていきたいと思いま

す。生徒や先生方、保護者 

の皆様にも沢山ご迷惑をお 

かけするかもしれませんが、 

1日でも早く地域や学校に 

尽力していきたいと思いま 

すのでこれからどうぞよろ 

しくお願い致します。  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

  

 

日 曜 行   事 

１ 水 即位の日 

2 木 国民の休日・開校記念日 

3 金 憲法記念日    

4 土 みどりの日 

5 日 こどもの日 

6 月  

7 火 小中一貫全体研修 

8 水 避難訓練・交通安全指導 

9 木 
教育相談 1、2年・１年歯科健診 
PTA全体会 

10 金 教育相談１２年・生徒総会 

11 土  

12 日  

13 月 職員会議 

14 火 修学旅行３年・教育相談 1、2年 
交通安全指導 

15 水 修学旅行 3年・教育相談 1、2年 

16 木 修学旅行３年・教育相談 1、2年 

17 金 回復休業３年 

18 土  

19 日  

20 月 校内研修 

21 火 振興会研究部会 

22 水 宿泊研修２年 

23 木 宿泊研修２年 

24 金 回復休業２年 

25 土  

26 日  

27 月 校内研修 

28 火 一斉委員会・田植え体験１年 

29 水 諸費納入日 

30 木 諸費納入日 

31 金 諸費納入日・小中合同清掃 

５ 

明日から１０連休！ ですが… 

長い GWが始まります。楽しい予定のある人も部活に頑張る

人も充実した１０日間にしてください。下記の事項にも気をつけ

て、楽しい GWにしましょう。 

・交通事故には気をつけて。特に自転車乗車中は細心の注意を。 

・スマホやネットによるトラブルに注意を。悪口や画像の送信、

知らない人とのやりとりなどに注意を。 

・規則正しい生活を。平常日と変わらない生活をしましょう。

「早寝・早起き・朝ごはん！」 

・家庭学習もしっかりと。毎日、決まった時間（最低１時間）の

家庭学習に取り組んでGW明けの学習に備えましょう。 

PTA総会ありがとうございました 
 ４月１７日に４９人の方に参加いただき PTA総会を行い

ました。総会では、昨年度の活動報告と今年度の活動、規

約改正が承認され、下記の役員が選出されました。 

 今後も多くの保護者の皆様にご協力いただき、楽しく充

実した PTA活動を目指したいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 ５月９日に第１回の PTA全体会を行い、常任委員会、学

年部会の年間計画を立てる予定です。 

 ８月２４日（土）には三笠中学校を会場に「南空知 PTA

連合会母親研修会 兼 三笠市 PTA連合会研究大会」を開

催することとなっています。多くの方を招いての開催とな

るため、皆様のご協力が必要となりますので重ねてよろし

くお願いいたします。 

役職 氏名 役職 氏名 

会 長 大原隆太郎 副会長 奥田 健司 

副会長 菅谷 深雪 副会長 野﨑 晃美 

会 計 渡辺 祐介 監 査 黒田 敦子 

会 計 田島 真弓 監 査 小関久美子 

事務局長 加藤  敦   

 

７２回目の誕生日です 
 今年度は１０連休という話題で忘れられがちですが、三

笠中学校の開校記念日は GW中の５月２日です。昭和２２

年に開校し、今年で７２日目の開校記念日となります。 

 初めは「三笠町立三笠中学校」「同萱野分校」として開

校。昭和２３年に萱野分校が独立しています。 

 現在の校舎は平成３年に落成式典を行い本格的な使用を

してこの校舎ももうすぐ３０年を迎えます。 

 歴史ある三笠中学校。５月２日は、開校記念日というこ

とを少し意識して過ごしてみてください。 

授業参観の様子 

１年 B組～体育（上段） 

２年 B組～音楽（下段） 
たくさんの参観ありがとうございました 


