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６８名のみなさん、今、渡した卒業証書には、６年間の皆さんの頑張りと、おうちの方の深い愛

情、それから地域の方々や在校生、先生方のあたたかな思いのすべてが込められています。小学校

時代の思い出とともに大切にしてください。 

この1年間、運動会や学芸発表会など、最高学年として素晴らしい活躍でした。 

そんな皆さんへ、少しお話しします。 

来る２０２０年に東京オリンピックが予定されていますが、今を遡る５５

年前にも東京オリンピックがありました。その開会式で聖火リレーの最終ラ

ンナーを務めたのが坂井義則選手です。彼はリレー種目の代表選考会で敗れ

失意のどん底でした。そんなとき、東京オリンピック組織委員会は坂井選手

を聖火最終ランナーに選びました。その理由は彼が昭和２０年・１９４５年

８月６日に広島で生まれたことでした。８月６日と広島と言えば、卒業生の

皆さんは学んでいますね。「戦争はもうしない、平和な新たな道を歩む」と

いうメッセージです。そのことに当時の多くの人たちは納得したそうです。 

昨年、読売新聞社が全国２万１千人の中学生・高校生を対象にしたアンケ

ートで平成の次の時代にどんな価値観を大事にするかたずねたところ、 

第１位は「平和」だったそうです。   ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

皆さんの進む道は未来と重なります。 

これからの日本が平和に、そして、これから進む学校に安心して通える 

そのための努力は、皆さんたちにも求められる、と私はこの場で伝えておき

ます。頑張ってください。 

さて、保護者の皆様には、お子様の義務教育の６年間が無事終了いたしま

した。誠におめでとうございます。この間、多くのご苦労があったことと思

いますが、我が子の姿を前にして、そのご苦労が大きな喜びに変わったとお

察しいたします。長きにわたり本校教育活動に対しまして深いご理解とご協力を賜り、感謝申し上

げます。ありがとうございました。 

最後になりましたが、本校卒業式のために早朝より、長沼町 副町長 齋藤良彦様はじめ、多数の

ご来賓の方々にご臨席賜りましたこと、心よりお礼申し上げます。皆様のご健勝とご発展をご祈念

申し上げるとともに、今後とも、長沼中央小学校の子どもたちのために、温かいお心遣いを賜りま

すようお願い申し上げ、式辞とさせていただきます。 

平成31年度も今日の修了式で最後となりました。子供たちはまた新たに学年が一つ進級します。

卒業式では素晴らしい歌声を体育館に響かせ、ご来賓の皆様から高い評価を賜りました。この間、

保護者・地域の皆様には大変お世話になりました。来年４月に予定された小学校統合をスムーズに

進めるために、持てる力を十二分に発揮して、取り組む所存です。今後ともご理解・ご協力をよろ

しくお願い申し上げます。                         校長 間嶋勉 

  

平成３０年度 

長沼町立長沼中央小学校 

No.１４ 
平成３１年３月２５日 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E9%96%8B%E4%BC%9A%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E7%81%AB%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC


転出職員のお知らせ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職名 氏 名 在任期間 転出先等 

教 頭 田中 豊人 1年 石狩市立生振小学校へ  

教 諭 紺谷  結 5年 岩見沢市立中央小学校へ 

教 諭 寺崎 桂子 5年 岩見沢市立第二小学校へ 

教 諭 荒木 睦穂 6年 定年退職 

教 諭 遠藤 美代 1年 期限付退職 北見市立東小学校へ 

教 諭 高橋 美愛 1年 期限付退職 千歳市立高台小学校へ 

教 諭 廣田 俊哉 1年 期限付退職 森町立森中学校へ 

事務職員 銭谷 洋悦 3年 長沼町立北長沼小学校へ 

スクール・サポート 菅野 友美 10ヶ月 期限付退職 

この度の人事
異動で転出・退職
することになっ
た職員をお知ら
せいたします。 

１年間の勤務でしたが、伝統ある長沼中央小学校に勤務することができ、とても幸せでした。この１年、多くの
子ども達の頑張りをたくさん見ることができ、大変嬉しく思っています。また、保護者の皆様にも、数多くのご理
解・ご協力をいただき、感謝いたします。ここでの経験を生かし、次の学校でも子どもたちのために努力していき
たいと思っています。本当にお世話になりました。ありがとうございました。          田中 豊人                                                          
                                 

子どもたちの元気一杯の笑顔からいつも力を分けてもらって五年間楽しく過ごすことができました。「やる時は
やる！」大人をびっくりさせるパワーを持っている中央小の子どもたちに、学ぶことも一杯でした。長沼で学んだ
ことを活かし、新天地でもがんばります。保護者の皆様、地域の皆様には大変お世話になりました。ありがとうご
ざいました。                                       紺谷 結 

６年間ことばの教室を担当させていただき、３月で退職することになりました。この６年、子どもたちの元気な
挨拶や活動する姿を見て、いつも元気をもらっていました。保護者の皆様方には、様々な行事や PTA活動等でご協
力いただき大変感謝しています。ありがとうございました。これからも、皆様どうぞお元気でお過ごし下さい。                                   

荒木 睦穂                                            

１年間、お世話になりました。母校で働くことができ、原点に戻って、教師として働くことの魅力、やりがいを
再認識しました。長沼中央小では、先生たち、子どもたち、保護者の方々に温かく支えていただき、沢山のことを
学ばせていただきました。学んだことを新天地で生かしていきたいと思います。ありがとうございました。                           

遠藤 実代 

 １年間という短い間でしたが、日々子ども達から元気をもらいながら楽しく過ごすことができました。これも
保護者の皆様、地域の皆様からのご協力、そして子ども達の素敵な笑顔があったからこそだと思います。長沼町と
いう素敵な町で、出会うことができた皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。大変お世話になりました。ありがとう
ございました。                                      髙橋 美愛                               

長沼中央小学校では、3年間お世話になりました。保護者や地域の多くの方々に支えていただき大変感謝してい
ます。明るく元気なこどもたちからたくさんの感動する場面をもらいました。新任地でも経験したことを生かして
子どもたちのために努力していきたいと思います。ありがとうございました。          銭谷 洋悦 

子ども達の元気な声と明るい笑顔に力をもらい、「子どもから学ぶ」ということを改めて考えさせられた 5年間
でした。また，子ども達との関わりを通して，保護者・地域の皆様の温かなご理解と惜しみないご協力に支えられ
ました。感謝の気持ちを忘れず，これからも子ども達の育ちを支えるこの仕事に力を尽くして参ります。大変お世
話になりました。ありがとうございました。                         寺崎 桂子 

長沼中央小学校に来て約４か月が経ち、長沼中央小学校の皆さんとお別れするのはとても寂しい気持ちです。元
気いっぱいな子ども達と一緒に学び、たくさんの思い出ができました。この経験を活かして新たな新天地で頑張っ
ていきたいと思います。短い間でしたが本当にありがとうございました。Thank you for studying English with me 
and Goodbye! （先生と一緒に外国語を勉強してくれてありがとう、さようなら！）       廣田 俊哉 

 スクール・サポート・スタッフとして昨年 6月から勤務し、右も左も分からない事だらけでしたが、子供たちの
笑顔、有難うと言う言葉に励まされ元気をいっぱい貰いとても楽しく仕事が出来ました。機会があればまた働きた
いと思います。10ヶ月と短い期間でしたがお世話になりました。                菅野 友美                         
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３月２０日（水）の卒業式では、全校児童の力を結集し、素晴らしい式になりました。卒業生もとても立派な態度で

感動的でした。３学期も修了式の今日で終わりとなります。１年間、保護者ならびに地域の皆様のご理解・ご支援に支

えられて教育活動を進めることができました。心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成３０年度 

長沼町立 

長沼中央小学校 

No.１５ 

平成３１年３月2５日 

 

事故には十分ご注意ください 

 明日から、４月４日まで春休みに入ります。暖かくなり外出することも多くなるかと思いますが、くれぐれ

も交通事故や雪による事故（雪山から道路へ滑り降りるなど）に十分気をつけますようよろしくお願いいたし

ます。１～５年生児童についてはまた全員元気な姿で登校してくれることを楽しみしています。 

 

 

 

日課表が少し変わります 

 通常日課の日は変わりません。短縮日課の日は、午前中が通常通りで、午後からがこれまでより 5分遅くな

ります。詳しくは、配付しました別紙の日課表をご覧下さい。 

 

 PTAボランティア  ありがとうございました 

PTAボランティアに登録して下さった皆様、ありがとうございました。せっかく登録して下さったのに、都

合や内容が合わず、活動できなかった方もいたかと思います。申し訳ありません。ご協力、誠にありがとうご

ざいました。 

 

 



４月の行事予定 
１ 月 学年始休業～４日 16 火 短縮５時間日課 視力（3・4年）長沼町教育研究会 

２ 火  17 水 個別面談③（1～４年４時間、５・６年５時間日課） 視力（1・
2年） 認証式  

３ 水 職員会議 18 木 
全国学力学習状況調査（６年）個別面談④（1～４年４時間、
５・６年５時間日課） 聴力（2・5年） 

４ 木 
新６年登校日 前日準備作業 職員会議 19 金 

個別面談⑤（1～４年４時間、５・６年５時間日課）知能テス

ト（２・５年）聴力（１・３年） 

５ 金 入学式 始業式 着任式  朝街頭指導① 20 土   

６ 土   21 日   

７ 日   22 月 個人面談⑥ 戸外清掃 

８ 月 １年生２時間授業 職員会議 朝街頭指導② 23 火 学力テスト（２～６年） 

９ 火 １年生２時間授業 朝街頭指導③ 24 水 １年生を迎える会（２校時） 

10 水 １年生３時間授業 朝街頭指導④ 25 木 
避難訓練（２校時） 自転車通学事前指導 

11 木 １年生３時間授業 学校キレイの日 身体測定（１～３年）  26 金 
前期児童総会  交通安全青空教室（２．３校時）自転車通学
開始  

12 金 短縮日課 １年生４時間授業 １年生給食開始 委員会① 
ことばの教室説明会 身体測定（４～６年） 

27 土   

13 土 土曜授業 参観日（全） PTA総会 懇談会 個別面談① 28 日   

14 日   29 月 昭和の日 

15 月 個別面談②（1～４年４時間、５・６年５時間日課） 視力（5・

6年） 
30 火 国民の休日 

平成３０年度の主な行事 

４月 ５日（金）…始業式・入学式 

４月１３日（土）…参観日・懇談会・ＰＴＡ総会 

         土曜授業 

５月１０日（金）…合同遠足※予備日１４日（火） 

６月 １日（土）…第１２３回大運動会 

６月１３日（木）～１４日（金）…６年生修学旅行 

６月 27日（木）～28日（金）…5年生宿泊学習 

７月 ２日（火）…参観日（中学年） 

７月 ３日（水）…参観日（支援学級） 

７月 ４日（木) …参観日（高学年） 

７月 ５日（金）…参観日（低学年） 

７月２５日（木）…１学期終業式 

８月１９日（月）…２学期始業式 

８月２２日（木）…１年生社会見学 

８月２９日（木）…交流学習・演劇鑑賞 

８月３１日（土）…１日防災学校 土曜授業 

９月 ３日（火）…２年生社会見学 

９月 ４日（水）…３年生社会見学 

９月 ６日（金）…４年生社会見学 

９月１２日（木）…校旗返納式 

９月１９日（木）…１日参観日 

１０月１２日（土）…学芸発表会  

１１月２１日（木）…閉校記念式典 

１２月 ２日（月）…参観日（中学年） 

１２月 ４日（水）…参観日（低学年） 

１２月 ５日（木）…参観日（高学年） 

１２月 ６日（金）…参観日（支援学級） 

１２月２４日（火）…２学期終業式 

１月１７日（金）…３学期始業式 

１月１８日（土）…土曜授業 

２月１９日（水）…６年生を送る会 

２月２０日（木）…参観日（高学年） 

２月２５日（火）…参観日（低学年） 

２月２７日（木）…参観日（中学年） 

３月１９日（木）…第１２３回卒業証書授与式 

３月２５日（水）…修了式 

 

 なお、別紙のプリントにて年間行事予定表も配布しましたので、参考にしていただきますよう、お願いします。

（年間計画は予定ですので、変更がある場合は、学年便りでも連絡します。） 

 


