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校長 間嶋 勉 

卒業おめでとう！今、お渡しした卒業証書には６年間の皆さん

の頑張りと、おうちの方の深い愛情、そして地域の方々のあたた

かな思いのすべてが込められています。これからも小学校時代の

思い出とともに大切にしてください。 

皆さんは、６年間で、心も体も大きく成長してきました。特に、今

年１年後半の皆さんの勉強の頑張りは見事でした。大変立派で

す。卒業する皆さんに贈る言葉として、私から、憧れを力にするこ

とのお話をします。 

昨年、札幌の北洋建設株式会社 社長の小澤輝真さんをお

招きして道徳授業を行いました。小澤社長は重い病気にかかっていますが、刑務所から出てきた方を自分の会

社に雇って社会復帰を促す取組を進めています。実に10人中９人が会社から逃げ出していってしまっても、小澤

社長は諦めません。むずかしい取組ですが、自分の病気とたたかいながら粘り強く続けていました。普通の人には

なかなかできないことですね。 

小澤社長のような方に対し、尊敬の気持ちを持ち、憧れる心を大切にしてほしいと願っています。 

憧れは、自分もそれに近づきたいと努力する力のもとになります。２月の演奏会でアコーディオンやバグパイプが

素晴らしかった長嶺久美子さんもただ楽器を弾いてみたいという憧れの気持ちでなんとプロまでたどり着きました。 

憧れを力に！ 憧れは努力を導きます。 

憧れや夢を持ち、力強く、未だ見ぬ世界へ踏み出していってください。 

さて、保護者の皆様には、お子様の義務教育の６年間が無事終了し、今日の日を迎えられました。誠におめで

とうございます。この６年間には多くのご苦労もあった

ことと思いますが、我が子の姿を目の前にして、そ

のご苦労は大きな喜びに変わったと推察いたしま

す。長きにわたり本校の教育活動に対しまして、深

いご理解とご協力をいただきましたことを感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

最後になりましたが、本校の卒業式のために早

朝より、長沼町総務財政課長 塩浜友章様はじめ、

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。                                                                                 

今回の卒業式では初めて１～３年生が参加しました。お別れの言葉や全体合唱の場面では堂々と

発表することが出来ました。全校児童の力を結集して卒業式は成功裏に終了できました。 

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。厚く感謝申し上げます。来年度からは小学校

統合を視野に入れた交流学習や教科書を使用した道徳、本格的な英語の学習が始まります。新たな

変化をチャンスと捉えて、中小の子供たちを精いっぱい伸ばすための挑戦を続けていきます。誠に

ありがとうございました。 
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転出職員のお知らせ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職名 氏 名 在任期間 転出先等 

教 頭 立山 正和 2年 赤平市立茂尻小学校  

教 諭 山口 和博 4年 栗山町立角田小学校 

教 諭 矢田 弘和 3年 岩見沢市立南小学校 

教 諭 木下 賢二 6年 岩見沢立栗沢小学校 

教 諭 鎌田裕希子 6年 岩見沢市立幌向小学校 

教 諭 川戸 政守 7年 滝川市立滝川第三小学校 

教 諭 石田  渚 5年 岩見沢市立日の出小学校 

学習支援員 寺島明日香 3年 留萌管内小学校 

この度の人事
異動で転出する
ことになった職
員をお知らせい
たします。 

平成１０年～１６年は教諭として、そしてこの２年間は教頭としてお世話になりました。以
前お世話になった保護者には昨年度着任早々に歓迎会を開いていただくなど、本当に温かい地
域で過ごせたことを幸せに感じました。一番の思い出は昨年度開校１２０周年記念事業を保護
者、同窓会、地域の皆さんそして子ども達と共に無事終えられたことです。ここでの経験を生
かして新天地におきましても、子どもたちのために精進していきたいと思っています。本当に
お世話になり、ありがとうございました。               教頭 立山 正和                                                      
                                 
３年間大変お世話になりました。この３年間で特に心に残っていることは、私自身にとって

９回目の６年生担任となり、感慨深くも感動の卒業式を迎えられたこと、開校１２０周年記念
式典を大々的に挙行できたことの２つです。他にも沢山のよき思い出ができました。また、子
どもたちとはもちろん、保護者・地域の方々とも様々な場面で交流を深めることができました。
温かく支えてくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。             

教諭 矢田 広和 

素直で元気な子どもたちと一緒に過ごし、たくさんの思い出ができました。学ぶことも多々
あり充実した６年間であり、そして、長沼のみなさんのパワーと結束力、何よりも人のあたた
かさを感じて過ごした６年間でした。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

教諭 木下 賢二 

長沼中央小学校では６年間支援学級の担任をさせていただきました。担任させていただいた
お子さんの保護者のみなさんをはじめ、多くの方々の協力、励まし、信頼が大きな支えとなり、
日々、安心して子どもたちと向き合えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。６年間本当にお
世話になりました。ありがとうございました。           教諭 鎌田 裕希子 

 心優しく一生懸命な子どもたちのがんばりに、日々勇気とエネルギーをもらい、充実した毎
日を送ることができました。これからは、少し離れた所から「中央小の子どもたち」を応援し
ていきます。７年間ありがとうございました。             教諭  川戸 政守 
    

今まで大変お世話になりました。長沼中央小学校では、子どもたちの元気なパワーに助けら
れていつも楽しく過ごすことができました。行事のたびに、子どもたちの底力にビックリさせ
られたものです。「見ている人をいっぱい笑わせよう！」と、みんなでアイディアを出し合い、
練習も楽しんでいた子どもたち。何かをやり遂げる度に自信をつけて大きく成長していく長沼
中央小学校の子どもたちは、本当にすばらしいと思います。この出会いを大切にして、新任地
でも頑張ります！保護者の皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。                  

教諭  石田  渚 
                                     

教頭  立山 
正和 
 
                                 

３年間大変お世話になりました。長沼中央小学校では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。また、保護者の皆様、地域の皆様から温かく支えていただき
ました                 
この経験を生かして新任校でも頑張りたいと思います。今まで本当にありがとうございまし

た。                            学習支援員 寺島 明日香 
  

こまだ） 
教諭  木

このたびの人事異動で、栗山町立角田小学校へ転出することになりました。本校では、５・
６年担任、理科専科、３年担任と４年間お世話になりました。元気な子どもたちと過ごした日々
を今後の糧として、新たな学校でも実践に励みたいと考えております。 
保護者の皆様には、ＰＴＡ活動や学級活動でたいへんお世話になりました。皆様の今後の益々

のご健勝をお祈りし、転出のご挨拶とさせていただきます。今までありがとうございました。 
教諭 山口 和博 
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  今年度も今日で学校が終わります。長かった１年間の主な行事を紹介します。 

 

 

 

 
     ４月６日入学式     ４月２４日１年生を迎える会  ５月２日遠足（５年ハイジ牧場） 

 

 

 

 

 

 

 

    ６月３日大運動会      ６月１４・１５日修学旅行   ６月２９・３０日宿泊学習 

 

 

 

 

 

 
  ８月２３日他校との交流学習  １０月１４日学芸発表会    １１月２４日長なわとび集会 

 

 

 
    

   １～２月スキー学習      ２月２１日６年生を送る会    ３月１９日卒業式 
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事故には十分ご注意ください。 

 明日から、４月５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。 

 

 

 



４月の行事予定 
１ 日 学年始休業(～５日） 

) 

16 月 個別面談② ４時間授業 身体測定（１～３年） 

２ 月  17 火 個別面談③  全国学力･学習状況調査（6年） 視力検査（２年） 

３ 火  18 水 個別面談④ ４時間授業視力検査（３・４年）認証式 

４ 水  19 木 短縮日課 視力検査（５・６年） 教研協一斉部会 

５ 木 新 6年生登校 20 金 個別面談⑤  視力検査（１年） 

６ 金 始業式 着任式 入学式 街頭指導（～１1日） 21 土  

７ 土  22 日  

８ 日  23 月 個別面談⑥ 短縮日課 交流学習 

９ 月 １年生２時間授業 職員会議 短縮日課 24 火 個別面談⑦ 1年生を迎える会 

10 火 １年生２時間授業  25 水 個別面談⑧ 聴力検査（３・５年） 尿検査（一次） 

11 水 １年生３時間授業  26 木 個別面談⑨ 短縮日課 避難訓練 自転車通学事前指導 

12 木 １年生３時間授業  学校きれいの日  27 金 前期児童総会 聴力検査（1・２年）戸外清掃 

13 金 １年生４時間授業・給食開始 身体測定（４～６年） 委員会 短縮日課 ことば指導開始 28 土  

14 土 土曜授業 参観日（全） ＰＴＡ総会・歓迎会 懇談 個別面談① 

 

29 日 昭和の日 

15 日  30 月 振替休日 

 
平成３０年度の主な行事 

４月 ６日（金）…始業式・入学式 

４月１４日（土）…参観日・懇談会・ＰＴＡ総会 

         土曜授業 

４月２３日（月）…交流学習 

５月１１日（金）…合同遠足※予備日１５日（火） 

６月 ２日（土）…第１２２回大運動会 

６月１４日（木）～１５日（金）…６年生修学旅行 

６月 28日（木）～29日（金）…5年生宿泊学習 

７月 ３日（火）…参観日（中学年） 

７月 ４日（水）…参観日（特別支援） 

７月 ５日(木)  …参観日（高学年） 

７月 ６日（金）…参観日（低学年） 

７月２６日（木）…１学期終業式 

８月２０日（月）…２学期始業式 

８月２３日（木）…１年生社会見学 

８月２８日（火）…交流学習・演劇鑑賞 

９月 ３日（月）…２年生社会見学 

９月 ５日（水）…３年生社会見学 

９月 ７日（金）…４年生社会見学 

９月１２日（水）…一日参観日・ＰＴＡ学校きれいの日 

１０月１３日（土）…学芸発表会 土曜授業 

１１月３０日（金）…長縄跳び集会 

１２月 ３日（月）…参観日（中学年） 

１２月 ５日（水）…参観日（低学年） 

１２月 ６日（木）…参観日（高学年） 

１２月 ７日（金）…参観日（特別支援） 

１２月２５日（火）…２学期終業式 

１月１８日（金）…３学期始業式 

１月１９日（土）…土曜授業 

２月２０日（水）…６年生を送る会 

２月２５日（月）…参観日（高学年） 

２月２６日（火）…参観日（低学年） 

２月２８日（木）…参観日（中学年） 

３月２０日（水）…第１２２回卒業証書授与式 

３月２５日（月）…修了式 

 

次年度からの主な変更について 

 今まで学校だよりでも情報を適宜お知らせして参りましたが、改めて来年度からの変更点をまとめましたので、

ご確認いただきますようお願いいたします。 

 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。） 

①家庭訪問をなくし、代わりに個別面談とします。 

②土曜授業を年３回実施します。 

③夏休みが 1日、冬休みが 2日短くなります。 
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