
 

 

 

 

 

令和２年３月２４日発行 三笠市立三笠中学校学校だより  最終号 校長：伊藤 孝一  文責 教頭：加藤  敦 

 

１年間のご支援・ご協力に感謝！ 
校長 伊 藤 孝 一 

   

 本日をもって今年度１年の教育活動が終了となります。終わってみればあっという間

だったように思いますが、さまざまなことがありました。特に今年に入って最後の３ヵ

月、締めくくりとしてまとめをしっかりしなければならないという時に、新型コロナウ

イルス感染症に関する対応が、学校や子どもたちに襲い掛かってきました。 

そんな中、先日１３日（金）には卒業式を行いました。式は前代未聞というべく来賓・

在校生・保護者の出席がなく、卒業生と教職員のみで行われるものでした。複雑な気持

ちでした。卒業生もこの式でやりたかった歌を歌うことや、生徒会セレモニー等もでき

ず、さらに、練習もないままの本番でした。内容は大幅に縮小したものとなり、きっと

物足りなく感じたのではないかと思います。 

そんな中ではありましたが、卒業生は、きりっとした姿や堂々とした証書授与等、輝

かしく見えました。３年間の成長の表われでないかと感じました。 

在校生の皆さんには、式に出席して、３年生への感謝の気持ちを伝えたり、卒業生が

守ってきた数々の伝統を継承したり、その先輩としてのお手本となる最後の姿を見たり

お祝いしたいと思ったことでしょう。今回叶わなかったそれらの思いを胸に、新年度で

の活躍に期待いたします。また、保護者の皆様には、お子様の輝かしい晴れ晴れしい、

学校生活最後の瞬間を見ることができなかった悲しい思いが溢れたことと思います。そ

う考えると本当に申し訳ない気持ちになります。卒業生の式での姿は大変立派だったこ

との報告をさせていただくとともに、この子たちは、このような中での卒業という旅立

ちになりましたが、ここを出発点として、大きく羽ばたいていくものと思っています。

職員一同も、このような縮小型の卒業式でしたけど、温かさはどの年にも負けないとい

う思いで、準備等に努めてきました。子どもたちに必ずしや届くものと確信しています。 

現在もまだ終息の見通しがないことから、引き続き、子どもたちの健康・安全を第一

に考え、情報や取組のお知らせをしていくとともに、対応についてのご協力をお願いす

ることになろうかと思います。引き続き、よろしくお願いいたします。 

本日は、今年度最後の日となり、生徒も分散登校ですので、修了式とはいきませんが、

少しだけ話をさせてもらいました。１，２年生には、休校期間の過ごし方や、今年１年

の頑張りによる大きな成長、新学期においてこれまでの成長をさらに磨き、伸ばしてい

けるよう活躍を期待している旨の話を伝えました。また、このような状況の中ですが、

今年度で三笠中学校を去る５名の先生方とのお別れの場面を設けました。少しは学年末

の最後のしめくくりにふさわしいものができたのではないかと思います。 

 最後になりますが、平成３１年度（令和元年度）、三笠中学校 

に寄せていただいた保護者や地域の方々のご厚意やご理解、ご協 

力に深く感謝いたします。これからも三笠市に育つ子どもたちを 

温かく見守ってくださいますようお願いいたします。本当にあり 

がとうございました。 

◇三笠中学校教育目標◇ 

１ ．自ら学び考える力を育てる 

２ ．豊かな心を育てる 

３ ．たくましく生きる力を育てる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来のみかさ作文コンテスト 
 ２年生が応募した「未来のみかさ作文コンテスト」において４名の生徒が入賞しました。 

 ４人の作文の内容は、それぞれ的を射ていて、ジオパークや高校生レストラン、新しく完成した

美術館などと上手に融合できる施設等を創っていくことで、三笠の活性化を図りたいという願いが

込められていました。今後も三笠市が発展していくために私たちができることは何か、三笠市に何

をお願いしていけばよいのかを考えて生活していきたいですね。４名の皆さん、 

おめでとうございます。表彰については、新年度に入ってから行う予定です。 

◎優秀賞               ◎努力賞 

２年 A組 新  結菜 さん      ２年 A組 江場 彩花 さん 

２年 A組 渡邊 和月 さん      ２年 A組 大久保薫乃 さん 

良き伝統をしっかりと受け継ぎました 

第７２回 卒業証書授与式 
 １３日（金）、第７３回卒業証書授与式が行われました。新型コロナウイルスの影響で保護者や来賓

の方の参加をやむなくとりやめ、内容も大幅に縮小しての実施となりました。 

心寂しさを抱えながらの卒業式となりましたが、卒業生４５人の未来が輝かしいものとなるよう祈念

しながら式を終えました。 

 卒業した３年生は、この１年、本当に  担任の思いが込められた教室のメッセージ 

成長した姿を見せてくれ後輩の良き手本 

となってくれたと思います。特に体育祭 

や学校祭では、学級が一丸となって取り 

組みを見せていたことに嬉しさと感動を 

覚えました。進路に向けても日に日に学 

習や面接の練習に真剣さが増し、成長す        ３年 A組 

る姿が見られました。 

 臨時休校が続き、友達との最後の思い 

出作りや語り合いの時間をつくることが 

できず非常に残念ですが、この三笠中学 

校の同窓生としていつまでも強い絆でつ 

ながっていってほしいと思います。          ３年 B組 

久しぶりに会えて良かった！！ 分散登校 
 新型コロナウイルス感染拡大防止策で臨時休校が続いて、生徒の皆さんも非常に不安とストレスでい

っぱいの日々であったことと思います。 

 １，２年生は、１２日（木）、１７日（火）、本日２４日（火）と３回の分散登校を実施しました。 

心身の健康状態の確認や学習や生活の仕方についての指導、学習課題の提示や回収などを行いました。 

 友達や先生方にも久しぶりに会えて嬉しかったりホッとしたりした生徒も多かったのではないかと思

います。学校側も生徒が学校にいることで少しは活気が戻った気がします。１日でも早く本来の学校の

姿に戻ることを祈りつつ、新年度に向けて準備を進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 
     １年生の指導の様子      入校前の健康チェックと消毒      ２年生の指導の様子 

 

 

 

 

 

 しっかりと取り組まれた家庭学習    



転出者紹介・お世話になりました 
 人事異動等により、寂しく、残念ですが５人の教職員が三笠中学校をあとにすることとなりました。 

 転出の挨拶を掲載し、ご報告とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三笠中学校教諭の仕事をしばらく間、お休みをい

ただき、教職員組合の専従執行委員という仕事に就

くことになりました。三笠は私にとって第 2の故郷

と思えるほど、長く勤めてきました。新しいことに

次々とチャレンジする三笠の町づくりは、生徒の皆

さんにとっても刺激的なことが沢山あることと思い

ます。ここで学んだこと大切に、新しいことを創造

する人生を歩んで下さい。保護者の皆様、地域の皆

様、今までありがとうございました。 竹内 朋恵 

皆様、こんにちは。私が赴任したのは 6年前でし

た。当初の印象は、のどかで、穏やかで、居心地の

良い学校でした。これは今でも変わっていません。

人懐っこくてどこか憎めない生徒たちに囲まれて過

ごした時間は本当に幸せでした。また、保護者や地

域の皆様には、さまざまな側面からご協力いただき

感謝の言葉しかありません。それではまた。                  

武田 博文 

三笠中学校に着任してからあっという間の 9年

間，素直で明るく，心優しい生徒たち，温かい保護

者の皆様，地域の皆様など，多方面にわたる多くの

方々に支えられ，充実した日々を送ることできまし

た。３月をもって三笠中学校を離れることになり，

悲しく名残惜しい気持ちでいっぱいです。学級や授

業，吹奏楽，学校祭での職員発表など，やり残した

ことがたくさんありますが， 

今後の皆様の成長を楽しみ 

に，新しい学校でも頑張っ 

ていきたいと思います。９ 

年間大変お世話になりまし 

た。ありがとうございまし 

た。     八木橋 毅 

PTA活動にご協力ありがとうございました 
 12月の参観日がインフルエンザで中止になったり、2月下旬から突然の臨時休校なったりと、保

護者の皆様に会ってお礼を言う場面がなく大変申し訳なく思っておりますが、この 1年間 PTA活動

をはじめ学校の教育活動に対し、多大なるご協力をいただき本当にありがとうございました。 

 今年度の活動を振り返り、事業報告とお礼にかえさせていただきます。次年度につきましても、変

わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

＜今年度の主な PTA活動＞ 
●ＰＴＡ総会        ４月１７日                 

●第１回全体会       ５月 ９日 

●環境美化活動・懇親会   ６月 ２日 

●三笠小中ＰＴＡ交流会   ７月１２日  PTA総会    第１回全体会   環境美化活動 

●「いなほ」第１号発行     ２５日   

●南空知 PTA連合会研究大会                    

 兼 三笠市 PTA連合会研究大会 

              ８月２４日 

●学校祭バザー       ９月 ７日 

●３学年親子レク     １０月 ４日 2年親子レク   1年親子レク   学校祭バザー 

●２学年親子レク        １７日  

●１学年親子レク        １８日 

●ＰＴＡ教養講座     １１月１０日 

●「いなほ」第２号発行  １２月２０日 

●第２回全体会       ２月２０日      

●文集「いちきしり」発行  ３月１３日 子育て研修会    教養講座     第２回全体会 

この度、４月から三笠小学校に異動を命じられ、

三笠中学校を去ることになりました。「荒井さーん

‼」と生徒の元気な声から始まる本当に楽しい毎日

でした。何も力になれず、ごめんなさい。もう少し

生徒の皆さんに寄り添って応援していきたかったで

す。残念です。お世話になりました。ありがとうご

ざいました。            荒井 幸枝 

長いようで短かった８年間でした。PTAの皆様

にも接する機会があまりありませんでしたが、色々

とお世話になりました。三笠中学校は私の母校であ

り、とても懐かしく毎日通勤してました。４月から

は三笠小学校、又、母校で勤務することになりまし

た。お隣の学校でも頑張っていこうと思っていま

す。本当にありがとうございました。 髙澤 早苗 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ※日程変更の可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行     事 

７ 火 着任式・始業式・入学式 

８ 水 ワーク販売・交通安全指導 

９ 木 
職員会議・交通安全指導 
歯科検診（３年） 

10 金 交通安全指導 

11 土  

12 日  

13 月 対面式・心電図検査（１年） 

14 火  

15 水  

16 木 
認証式・一斉委員会 
歯科検診（2年） 

17 金 ２計測・視力・聴力・尿検査（1次） 

18 土  

19 日  

20 月 学力テスト（全学年） 

21 火 
生徒総会議案審議 
振興会総会（午前授業） 

22 水 
参観日・懇談会・PTA総会 
交通安全教室 

23 木 
懇談・家庭訪問（1，2年） 
歯科検診（1年） 

24 金 
懇談・家庭訪問（１、２年） 
標準学力検査（全学年）・尿検査（2次） 

25 土  

26 日  

27 月 
懇談・家庭訪問 
諸費納入日 

28 火 
懇談・家庭訪問 生徒総会 
諸費納入日 

29 水 昭和の日 

30 木 
懇談・家庭訪問 PTA 全体会 
諸費納入日 

 
 

令和２年度  前期 始業式・入学式 

■日時  令和２年 4月７日（火） 

■日程  ８：２０～学活 

  ８：４０～着任式・始業式 

  ９：１５～清掃 

９：４５～学級活動①（教科書配布含む） 

１０：４５～学級活動②（入学式準備含む） 

１１：５０～在校生下校（給食なし） 

１２：４０～新入生受付 

１３：３０～入学式 

１４：１０～新入生学活 

１４：４０～新入生下校 

※在校生は入学式に参加しません。 

服 装：制服で登校してください。 

持ち物：①教科書類が入る大きさのかばん 

②筆記用具 ③上ぐつ ④健康観察シート 

④春休みの課題（必要に応じて） 

 

４ 

回想～１年間の主な行事（１，２年） 

 

 

 

 

入学式              体育祭               学校祭 

≪次年度の変更点について≫ 
 

①家庭訪問の選択制 

 今年度まで実施していました家庭訪問ですが、新

１，２年生については、学校での懇談もしくは家庭訪

問を選択していただいての実施に変更いたします。 

 
②夏季休業および冬季休業前の仮評定の廃止 

 今年度まで長期休業前に行いお知らせをしていまし

た仮評定を廃止いたします。評定のお知らせは、前期

1回、後期及び学年末 1回のあわせて 2回となりま

す。 

 
③電話連絡網の廃止 

 電話連絡網を廃止し、学校からの連絡については学

校連絡メールシステムを利用して行います。 
 

④旅行的行事の日程変更について 

 ５月に予定していた修学旅行（3年）及び宿泊研修

（2年）の日程・内容の一部について変更します。実

施は秋以降を中心に検討していますが、詳細は新年度

に入ってからお知らせいたします。 
 

⑤全国学力・学習状況調査の延期 

 ４月１６日（木）に予定されていた３学年対象の全 

国学力・学習状況調査が延期とされました。実施日時 

は、決定次第お知らせいたします。 
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