
 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での２年間、本当に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行事は実施できずに終わるという、本当に異例中の異例の中

で１年の終わりを迎え、今年度こそはと思っていた令和３年度の今年は、「運動会」や「学

芸会」は平日開催等で工夫して実施はできたものの、９月にはクラスターが発生し学校閉

鎖。そして年度末を迎えた今月も学校閉鎖となり、卒業式も一週間延期と、最後の最後ま

でコロナの影響を真面に受けた着任してからの２年間でした。 

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、ご協力いただいたことに、本当に感謝しております。 

再度学校閉鎖となった先週までの状況のように、本校で感染が拡大すると、市内各所に

大きな影響が出てしまいます。まん延防止等重点措置は解除されましたが、本校も含め伊

達市内ではまだ油断できない状況です。二週間後に迫った令和４年度においても、この状

況はしばらく続くように思われます。新年度におきましても、「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、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

私事になりますが、この３月をもって退職となるため、学校現場を離れることになりま

す。たくさんいる保護者となった教え子に、行事や参観日で会うことを楽しみにしていた

のですが、コロナの影響でその機会を奪われたことが心残りです。伊達小学校での２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！ 

明日、３月２５日（金）、一週間延期された卒業式が行われます。予

定通りの日程で実施すると、１０名を超える欠席の報告があり、学校閉

鎖をしなければ感染が拡大し、さらに卒業生の欠席が見込まれたことか

ら、学校閉鎖と卒業式延期という対応を取らせてもらいました。延期し

ても、卒業式を欠席しなければならない卒業生がいて、また、卒業生の

晴れ姿を見送る在校生もいないのは大変残念なのですが、卒業生の皆さんには、色々なことで我慢を強

いられたことを、中学校では、是非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４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（金）10:00-16:30 

・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（木） 

・登校時刻 ７：５０～８：１０ 

・着任式・始業式  ８：３５ 

・下校時刻 １２：０５ 

 （給食なし） 

・月日：４月８日（金） 

・受付：９：３０～９：５０ 

・開式：１０：３０ 

（新入生下校 １２：００） 

※感染拡大防止のため定められた収

容人数に従い、入学式の参加保護

者は各家庭最大 1名となります。

※在校生は、通常通り登校です。 

※変更がある場合は、新入生保護者も含めマチコミメールで連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■登校時間帯とスクールゾーンについて 

 ・登校 ７：５０～８：１０ 

     ※７：５０開錠 ８：１０施錠 

 ・スクールゾーン ７：２０～８：２０ 

  上記時間は学校前、車両通行禁止です。 

 

■いじめ防止対策委報告 

 今年度、アンケートや教育相談の結果、いじめと認知

する事案はありませんでしたが、２学期末のアンケート

では、「嫌な思いをした」との回答が９９件ありまし

た。学校では、これらを「いじめ予備軍」として認知し

経過観察してまいりました。 

 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。 

 なお、「嫌な思い」については、家庭での事柄も含ま

れる回答もあるため、お子様とじっくり対話する機会も

ご家庭でも設けていただきますようお願いいたします。 

 

■令和３年度北海道教育実践表彰を受賞しました 

 ３月 22日（火）令和３年 

度北海道教育実践表彰が、胆 

振教育局長より授与されまし 

た。 

本校における GIGAスクー 

ルの実現に向けた取組が成 

果につながったことが評価 

されました。 

 令和４年４月からは、今 

年度の取組を生かして、さ 

らに児童が力を付けていく 

ための取組を充実させてい 

くことになります。 

 保護者の皆様の、オンラ 

イン学習等でのご協力のお 

かげで、取組も進めること 

ができました。大変にあり 

がとうございました。 

■伊達市民スポーツ賞受賞！ 

 令和３年度の「伊達市民スポーツ 

賞」を、本校から次の児童が受賞い 

たしました。 

・遠藤 大史くん（バドミントン） 

・竹内  涼くん（剣道） 

・高橋 凛久くん（剣道） 

（遠藤 大史くん（６年１組）については、学校へ記念

盾が届いたため、伝達表彰を行いました。） 

 今年は新型コロナウイルスのため表彰式が行われなか

ったため、学校での伝達表彰となりました。 

 努力の結晶が光る受賞、おめでとうございます！ 

 

■雪ミク（SNOW MIKU）芸術祭で入賞！ 

 北海道特別支援教育振興協議会・北海道教育委員会

主催「雪ミク芸術祭」の塗り絵部門で、伊藤 丈琉くん

（４年）の作品が優秀賞に入りました。 

 「ＩＣＴを活用した芸術活動をとおして、障がいのあ

る子どもたちのＩＣＴ活用能力の向上を図るとともに、

美術や美術文化と豊かにかかわる資質・能力の育成を目

指す」ことを目的としており、伊藤君も下絵をダウンロ

ードし、タブレットや PCを用いて色を塗りました。 

 入賞おめでとうございます！ 

（作品は以下からご覧いただけます） 

 

 

 

 

 

■卒業生への贈り物 

 市内在住の那珂 きよ子様より、卒業生へはなむけの

言葉を添えた手作りのプレゼントを頂きました。 

（那珂様は、以前伊達 

小で教師としてお勤め 

されていました。） 

 ６年生も、様々な方 

が卒業を祝って下さっ 

ていることを実感して 

いました。 



今後の主な予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１３名の教職員が退職・異動となり、本校を後にすることになりました。 

及川先生におかれましては、７年間、伊達小学校に勤務されました。主に少人数指導での中学年、高学年

の算数の指導に当たられていましたが、４月からは室蘭市立みなと小学校での勤務となります。 

安宅華菜恵（旧姓杉田）先生は、５年間、本校で学年主任や教務主任として勤務されました。昨年８月に

本校の安宅晃紀先生と結婚されたことにより、室蘭旭が丘小学校に勤務されることになりました。 

柿崎先生、井上先生、小杉先生、木暮先生におきましては、４年間、伊達小学校で勤務されました。柿崎

先生は、東小のことばの教室開設のため、東小に異動となります。井上先生については、中学校教諭から理

科専科として本校で勤務されていましたが、星の丘中学校の理科教員として、中学校に戻ることとなりまし

た。小杉先生と木暮先生は、新規採用者として４年間、本校で勤務し、子供たちや保護者の方々の協力を得

て、教員としての力量を高めることが出来ました。小杉先生については、大変残念ではありますが、卒業担

任を経験したことで一区切りがついたことから、退職され、家業の小杉築炉を継ぐことになり、木暮先生に

ついては、苫小牧の緑小学校で、２校目の新たな経験を積むことになりました。    

松山先生については、今年度の１０月１日採用で、半年間「はるにれ学級」の杉立先生の後任として勤務

されましたが、４月から、登別市立富岸小学校で勤務することとなりました。 

支援員の高橋さんと砂金さんは、３年間、１年生から６年生の児童に対応していただいて勤務されていま

したが、高橋さんは東小学校、砂金さんは西小学校での勤務となり、介護員の石渡さんについては、２年間

勤務いただきましたが、東小へとそれぞれ異動となりました。次の勤務地でも引き続き手厚い指導をされる

ことと思います。 

業務職員の福島さんと集金業務の田仲さんは、４年間本校で勤務していただき、様々なことに協力いただ

きましたが、残念ながら退職されることになりました。 

また、スクールサポートスタッフの高木さんは、１年間学校内の消毒作業をお願いしておりましたが、制

度の任用が切れるため退職されることになりました。 

異動される先生方や職員の方々においては、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、本当にありがとうございました。 

４月 
日 曜日 主な予定 

 ７日 （木） 始業式（2～6 年）※給食なし 

８日 （金） 入学式 給食開始（2～6 年） 

１１日 （月） １年生下校訓練（～13 日） 

二計測・視力検査（5,6 年） 

４時間日課（給食あり） 

１２日 （火） 二計測・視力検査（3,4 年） 

進級写真撮影 

１３日 （水） 二計測・視力検査（1,2 年） 

１４日 （木） １年生給食開始、ことばの教室開始 

１５日 （金） ５年聴力検査 清掃開始 

１８日 （月） 火災避難訓練 ３年聴力検査 

１９日 （火） 全国学力・学習状況調査（６年） 

２０日 （水） ２年聴力検査 

２１日 （木） １年聴力検査 

２２日 （金） PTA 総会（書面総会） 

２５日 （月） ４月集金日 

２６日 （火） ４月集金日 

２８日 （木） ４年色覚検査（希望者）１年心電図① 

 

５月 
日 曜日 主な予定 

１０日 （火） 春の個人懇談～１８日 

１年心電図検査② 

知能検査（２・４年） 

１１日 （水） ５時間日課 

１２日 （木） １・２年交通安全教室 

１８日 （水） １年生を迎える会 

２０日 （金） 不審者対策教室（１年） 

集団下校訓練 

２５日 （水） ５月集金日 

２６日 （木） ５月集金日 

※4月の参観日については、未定としています。新型コロナ

ウイルス感染拡大状況を見ながら、４月になってからお知

らせする予定です。 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況に応じて、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。 

※変更がある場合は、マチコミメールで連絡いたします。 

※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～ 

吉川 修一 校長 

（ご退職） 

新校舎で勤務できないことが残念ですが、２年後に完成する最新の校舎で、北海道一

歴史のある学校として素晴らしい教育活動を展開されていくことを願っています。 

 柿﨑 佳子 教諭 

（伊達市立東小学校へ） 

 歴史ある伊達小学校、春の桜、秋の紅葉など自然を感じる、恵まれた環境で、元気で

明るい子供達。一生懸命に運動会や学芸会できらきらする姿が印象的でした。今まであ

りがとうございました。 

井上 敬介 教諭 

（伊達市立星の丘中へ） 

 専科として５，６学年を中心に理科を担当しました。子供たちが生き生きと実験に取り組む姿

に支えられながら楽しく授業をすることができました。これまで子供たちから学んだことを生か

して、新天地でも頑張りたいと思います。４年間ありがとうございました。 

及川  聡 教諭 

（室蘭市立みなと小へ） 

 長い間、お世話になりました。伊達小学校で過ごした日々全てが私の宝物です。教師として、

父親として成長させてもらいました。4 月より新天地へとなりますが、伊達市在住です。また、ど

こかでお会いすることと思います。今後とも家族共々よろしくお願い致します。 

安宅 華菜恵 教諭 

（室蘭市立旭ヶ丘小へ） 

５年間お世話になりました。伊達小のみなさんは人懐っこくて、毎日楽しく過ごすことができ

ました。保護者の皆様、地域の皆様にも大変よくしていただき感謝の気持ちでいっぱいです。こ

れからも、伊達小学校で学んだことを生かして頑張ります。本当にありがとうございました。 

小杉 直也 教諭 

（ご退職） 

 ５年間お世話になりました。自分の母校でもある伊達小学校で子供たちと共に過ごすことができて幸せでした。来

年度の中学３年生と今年の卒業生、来年度５年生の子供たちと出会えて、ぼく自身、大きく成長することができまし

た。今後は少しでも伊達小学校の力になれることがあれば、協力させてください。また会いましょう。  

木暮 美咲 教諭 

（苫小牧市立緑小へ） 

 伊達小学校では４年間お世話になりました。伊達小の明るく優しい子供たちの笑顔に出会い、

温かい保護者の皆様に支えられ、伊達小職員の輪に入れてもらい、すてきな４年間を過ごすこと

ができました。教員人生を伊達小学校でスタートできて幸せでした。ありがとうございました。 

松山  潤 教諭 

（登別市立富岸小へ） 

 約十年振りの教職生活でしたが、素直な子供たちに勇気付けられ、保護者の皆様のご

協力と他の教職員の方々の支えによって、素晴らしい思い出を作ることができました。

６か月間の短い間でしたが、本当にありがとうございました。 

福島 祥美 事務職員 

（ご退職） 

4 年間、事務補助としてお世話になりました。子供達のかわいい笑顔と元気な挨拶に

毎日触れることができ、楽しく充実した日々を過ごすことができました。今後も子供た

ちの活躍と成長を応援しています。ありがとうございました。 

高橋 郁子 支援員 

（伊達市立東小へ） 

 この度、伊達市立東小学校へ移動することとなりました。支援員として、明るく素直で元気な

子供たちと過ごすことができ、楽しい毎日を送ることができました。これからも伊達小学校の皆

さんの成長と活躍を祈っています。３年間本当にありがとうございました。 

砂金 圭子 支援員 

（伊達市立伊達西小へ） 

 ３年間、支援員としてお世話になりました。元気で可愛い子供たちにパワーをもらい、日に日

に成長する姿に感動し、幸せな時間を過ごすことができました。伊達小学校での経験は、かけが

えのない宝物となりました。今まで、本当に、ありがとうございました。 

石渡 寿美子 介護員 

（伊達市立東小へ） 

 ２年間介護員としてお世話になりました。明るく人懐っこい子供たちと毎日楽しく過ごし、時

にはハラハラドキドキしながらもいろいろな経験を通して子供たちの成長を感じることができま

した。皆さんのこれからの活躍を楽しみにしています。今までありがとうございました。 

高木 章子 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 

（ご退職） 

 今年度、伊達小学校のスクールサポートとして、週に一度でしたが来ることができ、

子供たちからたくさんのパワーをもらいました。１年間ありがとうございました。 

その他、田仲 亜希子 事務補（集金業務）についても、今年度でご退職となります。 

これまで、伊達小学校のためにご尽力いただいた皆様に、あらためて感謝申し上げます。 


