
旅立ちの春・・・１４名が卒業しました

令和２年度の皆様のご支援に感謝いたします
学校長 小 澤 真 弓

３月に入ってから気温の高い日が続き、あっという間に学校の周りの雪が解け始め、春の温かな日差しを感じる

ようになりました。

本日、３月２４日、無事に令和２年度の学習を終え、子どもたちに通知票を手渡しました。しかし、いつもの年

と比べると、行うことのできなかった学習内容や行事、活動がたくさんあります。私はいつも、学校行事で子どもた

ちが大きく成長するのを感じています。また、その行事を通して仲間意識も強くなっていくと思っています。今年度

は、大きな行事の中止や縮小により、子どもたちのモチベーションを下げてしまったと思っていましたが、本校の子

どもたちは、このような現状をしっかりと受け止め、「我慢すること」「工夫すること」「人を思いやること」の力を

つけることができました。いつも前向きで、ケラケラと笑う無邪気な子どもたちが大好きで、そして私の自慢でもあ

ります。本当に一年、よく頑張りました。お家でも、お子様の今年一年の頑張りをたくさん褒めてあげてください。

さて、学校では、３月２０日に第１２０回卒業証書授与式が行われ、１４名の卒業生が立派に卒業証書を受け取り

この学舎を巣立って行きました。今年度も通常のスタイルでの卒業式はできず、保護者と在校生代表として５年生、

そして教職員だけの出席でした。昨年春、最上級生として様々な活動において中心となり活躍しようと意欲に燃えて

いた６年生。「今年の６年生はどんな活躍を見せてくれるかな」と私も楽しみにしておりましたが、長引くコロナの

影響で、まともに行事や活動をすることができませんでした。大きな活躍を見せる場面は少なかったかもしれません

が、児童会や委員会活動、そして感染予防対策など６年生は全校のお手本となってくれました。明日から会えないと

思うと、何とも言えない寂しさがこみ上げます。

私は今年度をもって退職となります。今年の卒業生は、私にとって最後の卒業生であり、遠別小学校の子どもた

ちは，校長として最後の子どもたちです。振り返りますと、校長になって９年、４校に勤務しました。力がなく頼り

ない私が、出会った子どもたちとの日々の関わりの中で、少しずつ「校長」として育ててもらったような気がします。

親も教師も子どもを育てる中で、自分も成長するのだと思います。人との関わりの中で、真の人間になれるのではな

いでしょうか。時にはその関わりが煩わしく思うこともあるかもしれませんが、そんなこともすべて引っくるめて生

きていく上で大事なことかも知れません。

来年度は新入生が１３名入学する予定です。１年生児童にとっては、下級生ができることをとっても楽しみにし

ていて、お世話する日を待ち望んでいます。しかし、寂しいことに保護者のお仕事の関係で転校する児童もいます。

縁あってこの遠別小学校で学び、数年間「遠別の子ども」として育ってきたのですから、これからの長い人生の中で、

ここ遠別も忘れられない『ふるさと』になるでしょう。卒業していく児童と同じよう、転校していく児童に対しても

遠別小学校の児童や教職員はいつまでも応援しています。新しい地でも元気で活躍されることを願っています。

今年度も地域の皆様や保護者の皆様には、物心両面から子どもたちの成長を支えていただきました。皆様のおか

げで、何とか１年間の教育活動を無事終えることができました。

私たち教職員は、次年度も子どもたちの健やかな成長を願い、全力で取り組んでいく所存です。また、地域の学校

として、今まで以上に地域、保護者に愛される学校、信頼される学校を目指し、誠心誠意努めて参ります。

地域や保護者の皆様におかれましては、次年度も変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げ、１年間

の学校へのご協力へのお礼といたします。

本当にありがとうございました。

３月２０日（土）に第１２０回卒業証書授与式が挙行されました。学校

長から、卒業証書を授与された卒業生の顔は、自信に満ち溢れ、とても頼

もしく見えました。ご臨席いただきました保護者の皆様、大変ありがとう

ございました。山口 隆輝
藤森 悠紀
伊藤 日和
茂野 真翔
阿部 朱里
張 伊娜
白幡 七海
長田 倖奈
本山 奏
柿崎 愉介
八巻 香凛
安喰 結芽
濱田賢汰朗
加藤 徠斗

在校生代表の言葉は、５

年生の佐々木亜子さんが

発表しました。

卒業生代表の言葉は、伊藤日和

さんが行いました。
証書をもらう前に小学校での思い出と中

学校に向けての抱負を発表！



この春の人事異動により、５名の教職員が本校を去ること

になりました。それぞれの勤務年数の中で保護者・地域の皆

様に温かいご支援・ご協力をいただきました。心よりお礼申

し上げます。

小澤 真弓 校長
退職

大好きな校舎。大好き
な町。１０年前にも教頭
としてお世話になったこ
の学校が大好きで、もう
一度勤めたいと切望して
いたところ、念願叶い、

教員生活最後の学校の校長として２年前に赴
任しました。恵まれた環境の中で、少しでも
子どもたちのため、地域のためにという気持
ちで頑張ろうと、張り切っていましたが、予
想もしなかった状況におかれ、何一つ満足の
いくことはできず、申し訳なく思っておりま
す。私自身も大変心残りです。しかし、こん
な私を「校長」として慕ってくれたかわいい
子どもたちと、たくさんのご協力をいただい
た地域や保護者の皆様に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
４月からは、留萌市の自宅で、残りの人生
を前向きに歩んでいきたいと思います。私は
５年間、夫は３年間お世話になった、この遠
別を第２のふる里として、応援していきます。
大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。

本山 裕一 先生
留萌市立東光小学校へ転出

早いもので、遠別小学校
に赴任して７年間が過ぎま
した。最後の年となった今
年度は、３年生の担任をさ
せていただきました。辛い
コロナ禍の中、笑顔で頑張

るみんなに励まされながら過ごした１年間で
した。保護者や地域の皆様には家族共々、公
私に渡り支えていただきました。子どもたち
みんなと一緒に学んで身に付けた教員として
の力を、新天地で出会う子どもたちのために
発揮していきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

宮越 祥暢 先生
留萌市立緑丘小学校へ転出

赴任して４年。元気で
笑顔がステキな子どもた
ちと、毎日楽しく過ごさ
せていただきました。特
に今年は全学年に関わら
せていただき、改めて学
ぶことや気付くことの多

い１年でした。
春からは留萌市立緑丘小学校に赴任しま

す。遠別小学校で学んだことを頼りに、あち
らでもがんばります。
また、私だけでなく、家族５人を温かく見

守っていただいた地域の皆様にもこの場を借
りてお礼を申し上げます。４年間、本当にお
世話になりました。

田中 裕子 先生
退職

１年半の間、遠別小学
校に勤務させていただき
ました。様変わりした生
活の中でも子どもたちの
笑顔は変わらず、私を励
ましてくれました。２年

間過ごした遠別の町を離れることになります
が、子供たちと交わした言葉の一言一言が、
大切な思い出となることと思います。

角道 駿 さん
退職

約６ヶ月でしたがと
ても短く感じました。
楽しく過ごすことがで
きました。休み時間に
は限られた遊びを楽し
んで遊ぶ姿や、帰りに

元気よく挨拶して帰って行く姿を見て、
自分の小学校時代を思い出しました。退
職はしますが、遠別町にはいるので、別
の形で子ども達と会ったときに、また元
気よく挨拶してくれればなと思います。
短い間でしたが、子どもに戻ったかのよ
うに楽しむことができて、とても感謝し
ています。本当にありがとうございまし
た。

遠別小学校は、令和２年で開校１２０周年

を迎えました。本来は、開校記念日の５月

１０日に集会をもつ予定でしたが、コロナの

ため臨時休校でした。このたび、３月１２日

（金）に臨時の全校朝会を開き、校長からテ

レビ放送で、開校１２０周年を迎えたこと、

遠別小学校の歴史についての講話を行いまし

た。また、記念活動として、１０年後の自分

に向けた手紙をタイムカプセルに入れ、令和

１２年（２０３０年）８月１５日にみんなで

集まってタイムカプセルを開こうと呼びかけ

ました。

帰りにはＰＴＡより贈られた１２０周年記

念の紅白饅頭を子どもたち一人一人に渡しま

した。

タイムカプセル開封

２０３０年８月１５日 １３：３０

遠別小学校に集合！

５区町内会女性部、漁協女性部からたくさ

んの雑巾を寄贈していただきました。ありが

とうございます。掃除の際に、活用させてい

ただき、きれいな校舎を大切に使うとともに

清潔な状態を保っていきたいと思います。

本日をもって、令和２年度の教育活動を無

事に終わることができました。４月２０日か

ら１ヶ月ちょっとの臨時休校から始まった今

年度。様々な行事が中止または縮小となりま

した。子どもたちには、我慢を強いることが

多かったこと、申し訳なく思っております。

明日から春休みとなりますが、まだまだ自

宅で過ごすことが基本となります。ご不便を

おかけしますが、４月６日に元気いっぱいの

子どもたちに会えるのを楽しみにしています。

１年間、ご支援、ご協力ありがとうございま

した。

日 曜 行 事 予 定
１ 木 学年始休業
２ 金
３ 土
４ 日
５ 月
６ 火 始業式 着任式 入学式 4時間授業
７ 水 下校指導
８ 木 下校指導
９ 金 1年生給食開始 下校指導 児童会
１０ 土
１１ 日
１２ 月 下校指導
１３ 火
１４ 水
１５ 木 身体測定（低） 全校4時間授業
１６ 金 身体測定（高） 任命式 児童会
１７ 土
１８ 日
１９ 月 1年生5時間授業開始
２０ 火 1年生を迎える会
２１ 水 全校5時間授業
２２ 木
２３ 金 児童総会
２４ 土
２５ 日 参観日 ＰＴＡ総会
２６ 月 家庭訪問
２７ 火 家庭訪問
２８ 水 家庭訪問
２９ 木 昭和の日
３０ 金 振替休業日（4/2５）

・例年５日に行っている６年生のお手伝いは、次年
度もありません。

・今回載せた行事予定は、今後の新型コロナウイル

スの感染状況等によっては変更することがありま
す。ご了承願いします。

・４月６日は、給食なしの４時間授業となります。
１１時５５分下校予定です。

・入学式は、在校生の代表として６年生が参加し、
その他の学年は、教室でテレビの映像を見て参加
する予定です。

・給食は、2年生以上は４月７日から始まります。

準備をお願いします。

たくさんの子ども

たちが手紙を書い

ていました。１０

年後に会えるか

な？


