
 

 

 

２９年度の終わりに         札幌市立宮の森中学校 校長 木谷 貢一 

平成 29 年度も、本日修了式を迎えました。 

保護者の皆様、地域や関係機関の皆様には、今年度も本校の教育活動に対しまして深いご理解と温かなご支援をいただきましたことに、

心より感謝申し上げます。教職員一同、次年度も生徒の「自立」と「共生」に向けての成長を支援していく所存でございます。皆様には、今

後も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 

修了式では、生徒に次のような話をいたしました。（一部抜粋） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
３学期の始業式で、私は、１、２年生の皆さんに、「それぞれ中堅学年、最高学年になる最終段階です。「送別週間」等の活動を通して、卒

業生からよい伝統を引き継ぎながらよりよい宮の森中学校を創っていく存在へと成長していってほしい。」と話しました。 
そうして振り返ってみると、今月 15 日に行われた卒業式では、出席してくださった多くの方から「とてもよい式だった」と言っていただ

きました。私も、途中何度も胸が詰まるところがありました。３年生をよい卒業式で送り出してくれた皆さんに、改めてお礼を言いたいと
思います。 

そして、卒業式がよいものになったのも、その前に開かれた卒業生を送る会とそこに至る準備活動があったからです。時間のない中で一
生懸命準備した成果が表れていました。心がこもった温かさを感じました。送る会の後に、３年生からのメッセージが玄関ホールに掲示さ
れていますが、後輩の頑張りを讃える感謝の言葉が並んでいます。実際に、３年生の先生方も、「送る会の後で、３年生の卒業への意識が高
まってきた感じだ。」と話していました。１、２年生の皆さんの「卒業おめでとう」という思いを感じて、「自分たちは卒業するんだなぁ」と
いう気持ちが高まったということだと思います。そう聞くと、うれしくないでしょうか？人のために何かをする、人に喜んでもらえるとい
うのは、気持ちがいいですよね。 

そして、今ここに、それを一緒につくった仲間がいます。送別週間だけではなく、１年間共に生活し、成長する中で、１年生は中堅学年、
２年生は最高学年になる準備は整っているのではないでしょうか。これから、学年が一つ進む皆さんが、どのように成長していくかとても
楽しみにしています。 

もう一つ、３学期の始業式で、私は、皆さんに意識してほしいと話したことがありましたが、覚えてくれているでしょうか。それは「自分
から…」という言葉でした。特に１年生の皆さんは、送別週間においても、文化祭を経験した分だけ「自分から取り組む」ことができたとこ
ろがあったと思います。この「自分から…」という言葉は、４月からも引き続き意識してほしい言葉です。その中で具体的に一つ上げると、
「あいさつ（挨拶）」の質を上げていきませんか。挨拶は強制されるものではありませんが、気持ちのよい挨拶は、する方もされる方も気持
ちがよくなります。生活委員会が頑張って取り組んでくれていますが、皆さんのアンケート結果や意見をもとに考えても、その点には課題
があると言えそうです。もちろん、元気に挨拶してくれる人もいるのですが、そういう人がどんどん増えるともっと住み心地がよくなると
思います。また、社会に出た時に求められる基本の一つでもあります。「明るく、元気に、さわやかに、自分から…」の挨拶が交わされる宮
の森中学校にしていきませんか。それを、開校 33 年目の新２、３年生に先頭になって取り組んでほしいと思います。「自分はおとなしい方
なので、元気な挨拶はどうも苦手…」という人もいるでしょう。先生もそういう時期もありました。でも、人は変われるし、よい方向へ変わ
るのは大歓迎だと思います。「自分はこれくらい…」という殻を、自分で決めてしまわないで、殻を破って成長していきましょう。 

春休みは、この１年間を振り返り、これからの１年に思いを巡らせるときです。13 日間を上手に使って、休養、学習に加えて、将来の夢
や次の１年間の目標を考えるなど、是非、有意義な期間にしてほしいと思います。 

 
Information

 平成 30 年度 主な４月行事予定  生徒や保護者の動きに関わるもの（改めて４月にお知らせします） 

４月2日 （月） 新入生受付（13:00～） 

６日 （金） 始業式・着任式 ※給食なし 

9日 （月） 第33回入学式（10:00～） 

10日 （火） 新入生歓迎集会（５校時） ※5時間授業 
部活動見学会（～13日） 

11日 （水） ワーク販売日（8:10～）  ※5時間授業 

12日 （木） 標準学力テスト 尿検査（１次）※５時間授業 

13日 （金） 全協・年協・局・専・議 学級写真撮影（１校時） 
 ※５時間授業 

16日 （月） 授業参観（５校時） PTA総会 学級PTA 
体文振総会  ※５時間授業 完全下校 

17日 （火） ３年全国学力学習状況調査 部活動申込み 
局・専・年協・議 ※6時間授業 

18日 （水） 生徒会認証式（５校時） 部活動結成集会（放課後） 
眼科検診（1年） ※５時間授業 

19日 （木） 全協 ※５時間授業 

20日 （金） 身体測定 職員会議 校内研修会 
※ｼﾞｬｰｼﾞ登校 4時間授業 完全下校 

23日 
24日 
25日 
26日 

（月） 
（火） 
(水) 
(木) 

PTA全体委員会 教育相談ｱﾝｹｰﾄ配付※５時間授業 
5組地域見学 職員会議 ※5時間授業 完全下校 
1･3年歯科検診  ※５時間授業 
年協・局・専・議 ※５時間授業 

27日 （金） 授業参観（５校時） 学年PTA 部活動保護者会 
尿検査（２次） ※５時間授業 完全下校 

29日 （日） 昭和の日 

30日 （月） 振替休日    ※予定は変更になることもあります。 

宮の森中だより  
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離任される 教職員の方々からのメッセージ  

教頭 荒島 晋 先生   新川西中 校長へ 

わずか１年でしたが、生涯忘れ得ぬ学校に勤務できま
した。幸せな１年でした。 

的確に自己を表現できる素晴らしい生徒たち、常に子
を思い学校に寄り添ってくださる素敵な保護者の皆様、
そして「我らの学校」との想いをもってくださる地域の
皆様。ただただ感謝の念しかありません。 

異動先でも皆様からいただいたご厚情とエネルギーを
源に職務に邁進いたします。ありがとうございました。 

国語科 坂本 絵里加 先生   手稲東中へ 

７年間という長い期間、宮の森中学校という素晴らし
い学校で過ごすことができたことに、大変感謝しており
ます。産後休暇・育児休暇を取らせていただいたことも
あり、１年生を担当することが多かったのですが、その
分たくさんの生徒と関わることができました。どの学年
も本当に温かく、お互いの個性を認め合える雰囲気で
あったと思います。生徒のみなさんが本校で身に付けた
力を様々な場面で発揮してくださることを願っています。 

国語科 坂本 志津子 先生    任期満了 

あっという間に時は過ぎ、もうお別れすることとなり
ました。宮の森中学校から見える景色は四季折々を感じ
られるとても美しいもので、この風景を見られなくなる
こともとても寂しいです。 

生徒の皆さんは、何事にも熱心に取り組み、清掃や給
食などの日常活動にもしっかり行う人が多く、その姿を
いつも清々しく思っていました。 

まだまだ一緒に過ごしたかったと、名残惜しい気持ち
ですが、また会える日を楽しみにしています。ありがと
うございました。 

音楽科 浜坂 幸江 先生    前田北中へ 

卒業式の朝、音楽室で発声練習をしていた３年生が「こ
れで最後だから見ていこう」と言って、音楽室からの眺
めを味わって巣立っていきました。「雲流れゆく札幌の 
街並み遠く臨みつつ」で始まる校歌を指導させていただ
いて11 年。儀式前の校歌練習では、どんな時も清々し
い歌声を響かせる生徒たちでした。お別れにあたって、
皆さまにはお礼の言葉しか出てきません。長い間、お世
話になりまして、本当にありがとうございました。 

音楽科 姉崎 恭子 先生     篠路中へ 

宮の森中学校に拠点校指導員として着任し、早くも１
年がたちました。着任紹介の学校だよりで「化学物質過
敏症」のことを申し上げましたが、関心をもってくださっ
た方が多く、また自然豊かな環境と和やかな生徒が過ご
す学校での勤務によって、少しずつ改善の方向に向かっ
てきました。たった１年ですがたくさんの想い出ある１
年となりました。皆様には大変お世話になりましたこと
感謝申し上げます。 

技術・家庭科 青野 寿郎 先生  八軒中へ 

 学校付近の環境がよく、四季の移り変わりに感動し
ながら７年間勤務させていただいたことに感謝して 

 
 
 

います。最初は広い教材園(畑）に戸惑いましたが、技
術でジャガイモ栽培をし、収穫して食べたこともよい
思い出になりました。赴任して２年目には学校からす
ぐ近くで熊が目撃され、登校時に熊よけスプレーを持
参して巡視したことが衝撃的な思い出です。また、多
才な生徒が数多く存在し、文化祭や合唱などの様々な
場面でクオリティーの高い発表に、勉強させられまし
た。保護者の皆様をはじめ、たくさんの方々に今まで
大変お世話になりました。ありがとうございました。 

特別支援 青柳 沙知 先生    陵陽中へ 

新卒でこの学校に赴任して９年が経ちました。多くの
生徒と出会い、私自身たくさん学ばせていただきました。
何よりお礼を申し上げたいのは、文化祭での特別支援学
級の作業製品の即売です。保護者の皆様、地域の皆様に
まず知っていただき、ご協力いただきました。感謝申し
上げます。今後も5 組へのご理解と応援のほどよろしく
お願いいたします。実り多い９年間をどうもありがとう
ございました。 

用務員 森田 良 さん     南白石小へ 

この度、白石区の南白石小学校に異動することになり
ました。本校在職中は至らない点も多くあったとは思い
ますが、毎日楽しく仕事をする事ができました。移動先
でも札幌市の子供たちのために、より良い学校環境の整
備に努めていきたいと思います。 

宮の森中学校での勤務は２年間という本当に短い期間
でしたが、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。 

校務助手 永井 久恵 さん     柏中へ 

市内を一望できる素晴らしい環境で、仕事ができた事、
本当に幸せな５年間でした。素直な生徒たちに元気をも
らい、保護者の皆様には多くの協力を頂きました。心か
ら感謝申しあげます。 

４月から柏中学校に赴任します。どこにいても皆さん
のご活躍を応援しています。５年間、ありがとうござい
ました。 

ALT Jennifer Hass 先生   任期満了 

I hope you had fun leaning English this year. This 
year was very special for me at Miyanomori Junior 
High School for two reasons. First I was able to 
learn with you as a student. We studied English 
well together. Then, I became your new ALT! The 
students, parent, and teachers at Miyanomori 
gave me a very warm welcome. Thank you! I 
enjoyed getting to know you while practicing your 
speeches for the school culture festival and 
eating lunch with you every week. You taught me 
about traditional Japanese culture, too. Thank 
you for working hard everyday. 

皆様の新天地での御活躍をお祈り申し上げます。 


