
 

 

 

 

 

 

本当に一年間ご協力ありがとうございました！ 

伊達市立伊達小学校長 吉 川 修 一  

 校内放送の始業式、分散による３回の入学式からスタートした令和２年度。臨時休校、

分散登校、最大７時間授業の実施、夏休み短縮、小学校最大の行事「運動会」や「学芸

会」も中止。参観日やＰＴＡ行事も実施できず、本当に異例中の異例であった１年が終わ

りました。様々な規制があり、大規模校の本校では、他の学校で実施できても実施できな

きことが多く、児童にも保護者の方々にも大変にご不便をかけたことと思います。ご不満

に思うことも多々あったことと思いますが、情勢をご理解いただき協力いただいたこと

に、本当に感謝しております。 

 緊急事態宣言等が解除されていますが、北海道も含め多くの都道府県で、再び感染者が

増えている傾向にあり、変異株の感染も広がりもみられ、次年度についても少し先行きが

見えづらい状況になりつつあります。「次年度こそは！」という思いを、職員一同持ってい

るのですが、「多くの児童や保護者の方々、市内への感染拡大防止」を最優先にしなければ

ならないことから、再びご不便をおかけすることになるかもしれません。引き続き、ご理

解ご協力のほう、よろしくお願いします。一年間本当にありがとうございました。 

中学校での活躍に期待しています！ 

 ３月１９日（金）、令和２年度の卒業式が行われまし

た。今年は、卒業生全員と各家庭の保護者１名、来賓

および在校生の参加なし、という中での実施となりま

したが、色々なことで我慢を強いられた６年生に対

し、６年生担任団の願い、他の職員の思いもあり、「卒

業生はもちろんのこと、保護者の方々にも思い出に残

る卒業式にしよう！」と、たくさんの規制がある中、

様々な工夫を凝らしながら、今の状況でできる最大限

の努力をした卒業式を実施させていただきました。 

 卒業式に参加できなかった在校生は、廊下に並ん

で、校舎を後にする６年生を拍手で見送り、全校児童

および全職員で卒業生の巣立ちを見守りました。 

色々なことで我慢をしてきた６年生ですが、中学校では、そのことを力に変え、活躍して

ほしいと思います。 

伊達市立伊達小学校 学校だより No.１３           【令和３年３月２４日発行】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊達小学校は、「おはよう・ありがとう・どうぞ」「やりたい・しりたい・やってみよう」 

「わかった・できた・たのしい」のいえる子どもの育成を進めます。 

ひらく 強く 

正しく 

朗らかに 



「学級編制・担任発表」「始業式」「入学式」の予定 

学級編制・担任発表 始業式 入学式 

・日時：４月１日（木）午前１０時～ 

・場所：各児童玄関前 

    １・３・６年→１棟玄関 

    ２・４・５年→２棟玄関 

    ※特別支援学級児童も交流学 

級に含まれています。 

※担任一覧も、各児童玄関に貼り出します。 

・月日：４月７日（水） 

・登校時刻 ７：５０～８：１０ 

・着任式・始業式  ８：２５ 

・下校時刻 １１：５５ 

 （給食なし） 

・月日：４月８日（木） 

・受付：９：３０～９：５０ 

・開式：１０：３０ 

（新入生下校 １２：００） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため定められた収容人数の関係

から、入学式の参加保護者は各家

庭１名となります。 

※在校生は、通常通り登校します。 

※変更がある場合は、マチコミメールで連絡いたします。 

 

  
■登校時刻の変更について 

 令和３年４月より、登校時刻が変更になります。 

 （旧）７：４５～８：００ 

 （新）７：５０～８：１０ 

   ※７：５０開錠 ８：１０施錠 

 詳しくは、次年度からの日課表の変更にかかわる文書

を配付しておりますので、ご確認ください。 

  

 

■いじめ防止対策委報告 

 本年２月に、校内いじめ防止対策委員会を開催し、校

内アンケート（年２回）等からいじめと認定した事案に

ついて、その後の状況等を協議いたしました。 

 １０月のアンケートでいじめと認定した１件について

は、３か月以上経過し、教育相談等を経て解決したと確

認されましたので、ご報告いたします。 

 今後も、アンケート調査などを通して、いじめの芽を

把握し、解決にあたってまいります。 

 

 

■令和３年度胆振管内教育実践表彰を受賞しました 

 ３月８日（月）令和２年 

度胆振管内教育実践表彰を、 

山上和弘胆振教育局長より 

表彰されました。 

今度、北海道教育委員会 

指定「オンライン学習導入 

モデル事業」を実施し、成 

果につながったことが評価 

されました。 

 令和３年４月からは、い 

よいよ「GIGAスクール」が 

始まります。本年の取組を 

生かし、子供達がタブレット 

ＰＣで学習を進めていける経 

験を増やしていきたいと思い 

ます。 

■赤十字お礼の手紙～医療従事者へ感謝～ 

 本校児童会の「思いやり委員会」が中心となり、コロ

ナ禍で懸命に働く医療従事者の方へ感謝の思いを届けた

いと、伊達赤十字病院へ感謝のお手紙を書いて届けまし

た。そのことが新聞に掲載されました。 

 見えないところで頑張っている方々へ思いを馳せ、気

持ちを伝える今回の取組は、学校においても貴重な経験

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実用数学技能検定グランプリ奨励賞 受賞 

 本年２月、公益財団法人 日本数学検定協会より、

「実用数学技能検定グランプリ奨励賞」を頂きました。  

これは、積極的に実用数学技能検定を活用され成果を

挙げた団体のなかから、協会の選考会によって認められ

た団体に贈られるものです。 

伊達小学校は、以前より検定機会の積極活用を通し

て、学習への意欲向上と学力の向上を目指し取り組んで

きましたので、全国の中で認められた今回の賞は、大き

な励みとなりました。 

今後も、本校は各種検定を活用しながら、学力の向上

に取り組んでまいります。 

室蘭民報記事より 



今後の主な予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集会活動等の学校行事は、開催方法など変更することがありますのでご了

承ください。 

※4月の参観日については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実施しない予定です。 

※変更がある場合は、マチコミメールで連絡いたします。 

 

 

 
 

３月は先生方とのお別れの季節でもあります！ 
 
３月は、６年生とのお別れだけではなく、先生や職員の方々とのお別れの季節でもあり

ます。この度の人事異動により、伊達小学校からは１２名の教職員の方々が異動となり、
本校を後にすることになりました。 
本所先生、寺沢先生におかれましては、本校の経験をもとに教頭昇任され、星の丘小学

校、白老虎杖小学校にて、今までとは違った職名で勤務されることになりました。本所先
生は、特別支援教育のコーディネーターとして、寺沢先生は、算数少人数指導や外国語活
動の指導者として活躍されました。次の職場での活躍が期待されます。 
小林先生と中安先生は、６年間、伊達小学校に勤務いただきました。小林先生において

は、主に中学年の担任と先生方の研修のリーダーとなって活躍していただきましたし、中
安先生においては、養護教諭として全校児童の健康管理にかかわっていただきました。引
き続き小林先生においては、地球岬小学校で、中安先生については、豊浦小学校で活躍し
ていただきたいと思います。 
亀渕先生と佐藤介護員、鳥海介護員におきましては、４年間勤務いただきました。亀渕

先生は、大学院卒業後新採用として本校に勤務され、何もかも初めてなことばかりの中、
担任として経験を積んでこられました。苫小牧の澄川小学校でも、本校での経験を活か
し、活躍してほしいと思います。また、佐藤介護員と鳥海介護員におかれましては、支援
学級在籍の児童に対する支援を、いろいろな場面で配慮をいただきながら行っていただき
ました。お二人そろって西小のほうに異動となります。引き続き、手厚い指導をお願いし
たいと思います。 
菊地事務主幹と岩井先生、難波支援員におかれましては、３年間本校で勤務いただきま

した。菊地さんにおいては、役職の関係上主に事務関係、および学校施設の整備や屋外の
環境整備において力を発揮いただきました。登別幌別小学校でも、引き続き活躍していた
だきたいと思います。岩井先生については、育休中の刀祢先生の代替え教諭として３年間
特別支援学級担任として活躍されました。刀祢先生が復帰されますので、退職となりま
す。難波先生においては、支援員として色々な学級に入り、学習の支援にあたっていただ
きました。４月からは西小にて支援員として引き続き勤務されることになります。 
谷口先生、福田さん、藤井さんにおかれましては、１年間でしたが、本校で勤務いただ

きました。谷口先生については、３年２組の担任として、大きな声で子供たちを引っ張
り、学級内や学校内に元気を与えてくれていました。４月からは室蘭海陽小学校で勤務さ
れます。福田さんは、校務補として広大な伊達小の敷地内の草刈りや校内の修繕等に限ら
ず子供たちの消毒対尾にもご尽力いただきました。藤井さんにおいては、コロナ休校の再
開後、校内の消毒業務作業の職員として、校内隅々にわたり、消毒や清掃作業に当たって
いただきました。４月からは親族の家業を手伝うことから、退職されることになりした。 
異動される先生方においては、年数の違いはありますが、勤務期間中全力で伊達小学校

の教育活動に取り組んでいただきました。次の職場や環境でも、健康に留意し、引き続き
活躍していただきたいと思います。伊達小学校での勤務ありがとうございました。 

4 月 
日 曜日 主な予定 

 ７日 （水） 始業式（2～6 年）※給食なし 

８日 （木） 入学式 給食開始（2～6 年） 

９日 （金） １年生下校訓練（～13 日） 

進級写真撮影 

１４日 （水） ４時間日課（給食あり） 

１年生給食開始 

１９日 （月） 火災避難訓練 

２６日 （月） ４月集金日 

２７日 （火） ４月集金日 

 

５月 
日 曜日 主な予定 

 ６日 （木） 春の個人懇談～１８日 

※個人懇談日は５時間日課 

７日 （金） 知能検査（２・４年） 

２０日 （木） １年生を迎える会 

※密集を避けるため変更の可能性あり 

２７日 （木） 全国学力・学習状況調査（６年） 

２５日 （火） ５月集金日 

２６日 （水） ５月集金日 

 

※春休み中に PCR検査実施があった場合、学校までお知らせいただきたくご協力をお願いいたします。 

※健康観察シートに、毎日の検温結果の記録をしてください。（４月７日登校初日から忘れずに持参願います。） 

 



お世話になりました 
～この３月で伊達小学校とお別れする職員～ 

本所 章宏 主幹教諭 

（伊達市立星の丘小 教頭へ） 

伊達小学校に赴任しての４年間はあっという間でした。思い出に残っているのは、子

供たちの笑顔と、友愛の広場での焼き鳥です。お父さん方と煙でむせながら団扇を扇い

でいたのがすごく楽しかったです。本当にお世話になりました！ 

 寺沢 圭司 教諭 

（白老町立虎杖小 教頭へ） 

 伊達小学校では、５・６・３年の担任と、算数少人数指導と外国語活動専科をさせていただき、

幸せな５年間でした。朝の子供たちとのふれ合いは、私の楽しみの一つでした。今度は私の故郷

にて、まちや子供たちのために力を尽くしていきます。ありがとうございました。 

小林 雅哉 教諭 

（室蘭市立地球岬小へ） 

 平成２７年度より６年間お世話になりました。伊達小学校の子どもたちが大好きでした。伊達

というまちが大好きでした。たくさんのことを子どもたちやまちの方々から教えていただきまし

た。新しい学校でも、伊達小で学んだことを胸にがんばっていきたいと思います。 

亀渕 美里 教諭 

（苫小牧市立澄川小へ） 

 4 年前、教員として初めて赴任したのがこの伊達小学校でした。明るくて、元気いっ

ぱいで、キラキラ笑顔の子どもたちや、保護者の皆様の温かいご支援のおかげで、楽し

くて充実した、忘れられない４年間になりました。本当にありがとうございました。 

谷口 直子 教諭 

（室蘭市立海陽小へ） 

 1 年間という短い期間でしたが、お世話になりました。今年度は、例年通りの行事や活動が行

える状況ではなかったことが残念でした。しかし、先生方が、子供達の学習活動や心のケアに苦

心されている姿が印象的で、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

岩井 聡美 教諭 

（ご退職） 

 車を運転して約６０分。雨雲だった空が青空に変わるのを見て、「今日も１日、頑張

ろう。」そう思いながら通った３年間でした。たくさん支えてもらいました。子供達の

笑顔もいっぱい見ることができました。その全てに感謝です。 

中安 茂代 養護教諭 

（豊浦町立豊浦小へ） 

 ６年間お世話になりました。歴史のある学校で私の父が卒業した学校でもあり、また息子がお

世話になった学校でもあるのでとても愛着がありました。伊達小の子どもたちの明るい笑顔は忘

れられません。保護者の皆様、地域の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。 

菊地 隆男 事務主幹 

（登別市立幌別小へ） 

 ３年間お世話になりました。友愛の広場など、いろんな行事に参加でき、楽しく過ご

すことができました。ありがとうございました。 

難波 由紀子 支援員 

（伊達市立伊達西小へ） 

 支援員として、日々頑張る子どもたちのそばで励まされ、元気をもらい、笑って過ご

すことができたことに大変感謝しております。これからも、伊達小学校の皆さんの成長

とご活躍を祈っています。３年間、ありがとうございました。 

佐藤 保江 介護員 

（伊達市立伊達西小へ） 

 ４年間、介護員としてお世話になりました。沢山の子供達と出会い、笑ったり、楽しんだり、

時にはどうして今回は調子が悪いんだろうと悩む日々もありました。言葉一つで崩れる子供達。

でもその中で少しずつ成長を見ることができ、出会いに感謝し、ありがとうございました。 

鳥海 留理子 介護員 

（伊達市立伊達西小へ） 

 ４年間、介護員として伊達小学校にお世話になりました。明るく素直で、いつも笑顔

の絶えない子供達に囲まれ、本当に楽しい毎日でした。子供達からもらったパワーを大

切に、新しい場所で頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 

福田 守秀 校務補 

（ご退職） 

 １年間という短い期間でしたが、大変お世話になりました。コロナ禍でも元気に登校

する子供達のためにと思い、働くことができたのは、貴重な時間となりました。大変に

ありがとうございました。 

藤井  隆 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 

（ご退職） 

 去年８月より清掃業務を担当してきましたが、３月で退職することとなりました。大

変お世話になりました。就業期間中、コロナの発生もなく終えて、ホッとしています。

まだしばらくは用心が必要ですが、皆様も元気に活躍されることを祈っております。 

 


