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「未来に向かって

仲間と協働し

主体的に学び

ありがとうございました

行動する生徒の育成」
当麻町立当麻中学校長
竹 森 茂

雄

今年度も、新型コロナウイルス感染症対策を実施しながらの学校生活となりました。特
に、緊急事態宣言やまん延防止措置の期間は、日常の感染対策に加えて、学習活動や行事
・部活動などの実施内容や時間に様々な制限がかけられました。幸い、修学旅行、体育大
会、中体連、学校祭など主な学校行事は、時期や内容の見直しを行いながらも実施するこ
とができました。活動を通して、子どもたち一人一人の確かな成長を実感するとともに、
楽しい思い出を残すことができました。また、感染拡大防止のための閉鎖措置もなく、年
度末を迎えることができ、ほっとしているところです。保護者の皆様におかれましては、
日常の家族を含めた健康観察や検温など、学校の取組に対してご理解・ご協力いただけた
ことに感謝いたします。
３月11日に第75回卒業証書授与式を実施いたしました。卒業生は元気な返事やきびきび
とした態度など、３年間の成長の証を示してくれました。また、代表生徒の別れの言葉に
は、誠実で真心こもった感謝の言葉があふれていました。式の終了後には、保護者の皆さ
んから心のこもったセレモニーも開催していただきました。感動あふれる卒業式を終える
ことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。式辞として３年生に伝えた内容を紹介します。
卒業生のみなさん ご卒業おめでとうございます。
一人一人と話をする機会があり、中学校生活の思い出をききました。修学旅行では自主研
修などを通して、友達との仲が深まりました。体育大会の長縄跳びでは、本番に新記録が出
て、学級が団結できました。学校祭の合唱では、気持ちをあわせて創りあげることができま
した。学級での生活は、仲間に恵まれていて毎日楽しかったです。
一人一人の忘れがたい素敵な思い出を、たくさん伝えてくれてうれしかったです。
コロナ禍による学校生活の制限が続き、この二年間は、みなさんも力を発揮できないもど
かしさや不自由さを感じることが多かったかと思います。でも、みなさんは、各教科の授業
や、学校行事が開催できることなど、学校生活を送ることができていること自体に感謝の気
持ちをもち、今できることに全力で取り組もうとしていました。仲間を大切にして、笑顔で
学校生活を送っていました。とても素敵な５１人です。ありがとう。
私は、何事も「なせばなる」「なんとかなる」と信じています。もしかすると、みなさんの
これからの人生で、「こんな結果は、ハッピーエンドとは違う」ということが起きるかもしれ
ません。でも、それはまだ結果ではなく、道半ばであることが多いのです。ですから、「大丈
夫 まだまだこれから」と自分を信じて続けてください。その積み重ねが、本当の結果につ
ながります。
みなさんが、将来、グローバルに活躍し、夢を実現したときには、母校のために、後輩の
ために、そして、ふるさと当麻のために、その培った力を貸してください。
その日が来ること、またあえる日を楽しみにして式辞といたします。

この一年間の保護者や地域の皆様からのご支援に感謝するとともに、すべての子どもたちの
成長のために、来年度も地域と共にあり、信頼される学校づくりに邁進したいと思います。
今後とも皆様のご支援とご協力を心からお願いいたします。

3月11日（金）、第75回当麻中学校卒業証書授与式が村椿
町長様、中港議長様、中村教育長様、大塚同窓会長様、横山PT
A副会長様を来賓にお迎えする中、挙行いたしました。 卒業生

は、コロナ禍で多くの制限の中、中学校生活を過ごしてきま
したが、日々心穏やかに過ごし、たくましく成長した姿で無
事に卒業を迎えました。式に挑む凜とした姿に頼もしさを感
じました。今年も在校生の参列は叶いませんでしたが、自宅
でオンラインという形で参加
しました。
卒業式終了後には、第3学
年のPTAの方々が卒業を祝う
セレモニーを企画し、3年生
の卒業をより華やかに演出し
ました。当麻中学校の誇りを
胸に、これからの活躍を期待
しています。卒業おめでとうございます！

全校生徒で楽しむひととき～3年生を送る会」
3月9日（水）、生徒会が企画した3年生を送る会が行われまし
た。今年は、新型コロナウィルスの感染拡大防止を最優先に、在校
生達が様々な工夫をしながら動
画を作成し、卒業生へお祝いと
感謝の気持ちを表わしました。
卒業生は、在校生のメッセージ
に笑い、時には涙を流すなど、こ
れまでの中学校生活を振り返りながら、大切な思い出として心に刻んで
いました。コロナ禍でも生徒が自分たちで考え、協力して行事に取り組む
一生懸命さが伝わる行事になりました。

当麻小6年生による中学校体験授業！
3月2日（水）
、当麻小6年生による中学校
体験授業が行われました。この取組は、今年
初めての企画で、4月に中学校に入学する児
童の不安を少しでも解消することを目的に行
いました。
体験授業では、国語や数学など一人2教科
を選び学習を行いました。児童たちは、初
めての教室や中学校の先生とのかかわりで
緊張や戸惑いの表情を見せていましたが、
学習課題を熱心に取り組む様子が見られ、
中学校生活に対する意欲が伝わってきました。終
了後の感想には「楽しく授業に取り組めました」
「
少し不安がなくなりました」など、充実した時間
を過ごすことができたようです。
こういった小学校と中学校の連携した取組をこ
れからも進めていきます。

食育講座

新生活の理想の弁当とは

3月７日(月)、当麻
小学校の田﨑栄養教
諭を講師に招き、今
年度３回目の食育講
座を行いました。
今回は、卒業を控
えた３年生が対象で、
お弁当を題材に、新
生活を踏まえた学習
となりました。
生徒は、栄養バランスや見た目の美しさをイメージ
しながら自分の理想の弁当を真剣に考えました。
４月からの新
生活で、今回の
学習を生かすた
めにも、自分で
弁当づくりにチ
ャレンジしてみ
るのもよいかも
しれません。

同窓会入会式
3月9日(水)、同窓会入会式
が行われました。代表の斎田龍
磨さんは、同窓会長の大塚一仁
様に、当麻中学校卒業生として
の自覚と責任を胸に立派な人と
して成長していくことを誓いまし
た。評議員は、１組が菊池捷斗さん、谷倖愛さん、
２組が斎田龍磨さん、宮田桃花さんに決まりまし
た。これから同窓生としてよろしくお願いします。

イングリッシュシャワー
3月14日(月)、今年度最後のイングリッシュ
シャワーを行いました。今回は、8名の生徒が
参加し、ボ
ードゲーム
で楽しみな
がら英語に
親しみまし
た。来年も
たくさんの
参加者を期
待します。

本年度、当麻中学校から退職、
異動される職員がおります。
保護者、地域の皆様には大変お世話になりました。この
場をお借りしまして、転出者よりご挨拶いただきます。
竹森 茂雄 校長（退職）
２年間大変お世話になりました。コロナ禍でも、学習活
動や体育祭・学校祭などの行事に取り組むことができたの
も、保護者・地域の皆様がたの支えがあったからこそと感
謝いたします。子どもたちの素敵な笑顔と元気な挨拶は当
麻中学校の誇りであり、私の宝です。当麻中学校で退職を
迎えることができ幸せです。ありがとうございました。
小林 聰枝 教諭（当麻町立当麻小学校）
当麻中学校で過ごした９年間は、あっという間でした。
授業に、そして行事に、何事にも一生懸命に取り組む生徒
の皆さんの姿が、素敵な思い出となって私の心に残ってい
ます。それもひとえに、保護者のみなさまがいつも温かい
目で学校を見つめ支えてくださっているお陰だと思ってい
ます。大変お世話になり、ありがとうございました

４月の行事予定
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松田 奈々 教諭（退職）
４年間、大変お世話になりました。生徒のみなさんとは、
コロナ禍になってからは満足にとは言えないけれど、一緒
に音楽ができて本当に楽しかったです。これも保護者、当
麻町の方々のおかげです。この度、一身上の都合により退
職することになりましたが、当麻中学校で過ごした時間は
一生の宝物です。本当にありがとうございました。
青木 伸江 教諭（任期満了）
昨年10月に着任したときは、校舎周辺の色づいた木々
が美しい季節でした。生徒のみなさんと過ごす時間は、楽
しくあっという間でした。雪が舞う日々のなかで、晴れ晴
れしい卒業、そして進級を迎える当麻中学校のみなさんの
傍らにいられたことをうれしく思います。短い期間でした
が、本当にありがとうございました。
上地 佑弥 教諭（任期満了～札幌市へ）
この度、札幌市立幌東中学校に新採用として勤務するこ
とになりました。いつも温かく接してくださる保護者・地
域の方々、元気いっぱいの当麻中学校の生徒のみなさんと
過ごしたこの２年間は私にとってかけがえのないもので
す。当麻中のみなさんの活躍を楽しみにしています。大変
お世話になりました。
石山 加奈 支援員（退職）
２年間という短い間ではありましたが、お世話になりま
した。元気いっぱいな子どもたちと過ごす毎日が本当に幸
せでした。一身上の都合により退職ということになりまし
たが、この２年間で子どもたちからもらった元気と笑顔、
たくさんの思い出は私の宝物です。本当にありがとうござ
いました

なお、このたび、袖澗英夫公務補も３月末をもって定年
退職となりました。「９年間お世話になりました」とお言葉
をいただいております。学校の環境整備にご尽力いただき
ました。感謝申し上げます。
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職員会議
入学式前日準備
着任式 始業式 入学式
生徒会オリエンテーション
参観日（弁当持参）
ＰＴＡ総会

日
月 振替休業日
火 朝会・認証式
町教研総会・小中合同研修会
水 教材販売日 ＮＲＴ検査
職員会議
木 定例委員会 ＡＬＴ
尿検査
金
土
日
月 家庭訪問①
火 全国学力・学習状況調査
水 二計測・視力検査
家庭訪問②
木 家庭訪問③ ＡＬＴ
金 生徒総会 家庭訪問④
土
日
月 家庭訪問⑤
火 ３年生修学旅行①
水 ３年生修学旅行②
木 ３年生修学旅行③
金 ３年生修学旅行④
昭和の日
土

新年度～ 令和4年度のスタートは４月７日！
◇始業式
新２、３年生は通常通りの登校です。
なお、この日の下校は、11：35です。
◇入学式
13：30から参列者を制限（保護者2
名まで）して行います。
なお、2、3年生は参列できませんが、
係生徒として会場設営や装飾などで在校
生として新入生を歓迎します。
※前日準備～4月6日（水）9時から

