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保護者の皆様には、この度の新型コロナウイルス感染拡大防止のために多くの御理解と御協
力をいただきましたことを、心より感謝申し上げます。
先日の第３８回卒業証書授与式は、式の内容を一部変更し、来賓・保護者の皆様の参加を取
りやめての実施となりました。先の見えない不安を感じる中での卒業式でしたが、そのような
状況であっても、慌てることなく、落ち着いて行動し、卒業証書を受け取る姿は立派でした。
今回、分散登校はあったものの、２月末の臨時休業からそのまま修了式を迎えるのは大変残
念なことです。１日も早く通常の状態に戻ることを願い、各自が感染防止の意識をもってみん
なで協力し、この事態を乗り切りましょう。
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今回、新型コロナウイルスの感染拡大防止のひとつの方策として、全市一斉に休校処置をとることになり、
これまで経験したことのないことに不安に思うことが多かったと思います。これまで当たり前だったことが、
とても貴重なことで、授業ひとつにしても実施しようと思えば大変なことだということを実感しています。
もし、自分が新型コロナウイルスに感染したら、学校中を消毒しなければなりませんし、ほぼ全員が検査を
受けることになります。また、分散登校もたぶんできないでしょう。そう考えると、いろいろな人たちに迷惑
をかけることにもなりますし、先生も不安でしかたありません。
ところで、今回のことで、皆さんは何を学びましたか。健康のありがたみ、当たり前のことへの感謝、いろ
いろと考えることはあると思います。そんな中で、先生が皆さんに学んでほしいことは、その時の状況を鑑み
て、自分はどうしなければならないのかを考え、行動する力を身に付けてほしいということです。今回の分散
登校は、いつもの登校とは意味が違います。感染拡大防止の中、生徒の皆さんの健康調査や生活習慣の改善、
授業ができない中での学習支援などを目的とした緊急対応の処置なのです。楽しく仲間とワイワイやる普段の
登校とは違うのです。そのことを肌で感じ取って、その時の状況に合った行動ができる皆さんになってほしい
と願っています。
さて、今日で令和元年度が終了します。どんな１年だったでしょうか。始業式や入学式で、今年度の合言葉
として「明るく、素直に元気よく、勇気をもって」という話をしました。この合言葉を立てた理由として、使
えば使うほど増えるという「元気」と「勇気」をほんの少しでもいいので出してほしい、なぜなら「元気」は
「元気」を呼び、「勇気」は「勇気」を呼ぶからです。そうすることが自分自身が、クラスが、学年が、そし
て青葉中学校が成長していくと考えたからです。先生がこの１年を振り返ってみると、今年も先輩方と同じよ
うに、授業に、学校祭や合唱コンクールに、そして部活にと元気に、前向きに取り組む姿を数多く見ることが
できました。さらに今まで以上に、ボランティアに、作文や絵画コンクールに参加する生徒が多くいました。
勇気を出して挑戦してくれたものだと思っています。令和元年度はこのような形で終わってしまいますが、来
年度も「明るく、素直に元気よく、勇気をもって」ここにいる皆さんが中心となって、青葉中学校を作ってい
ってほしいと思います。
明日から春休みになります。春はなんとなく心ウキウキする季節です。でも新型コロナウイルスの感染拡大
防止は続いています。家にいることも多くなると思いますし、不安な気持ちで過ごすことになると思います。
そんな時だからこそ、規則正しい生活を送り、新学期に備えてほしいと思っています。なんとなくすっきりし
ない思いからトラブルに巻き込まれたり、軽い気持ちでネットに不用意に書き込んで、後々嫌な思いをしない
ように、させにようにしてほしいと思っています。昔、母に「お天道様が見ているから」と言われたことがあ
ります。誰も見ていないと思っても、お天道様が見ているよ。だから恥ずかしくない行いをしなさいという意
味です。
皆さんも誰かに見られても恥ずかしくない行いで、「明るく、素直に元気よく、勇気をもって」この春休み
を、そして新学期を過ごしてください。

■離任・退任される教職員からの言葉■
校長
佐々木 崇博 先生（退職）
教頭としての１年間、そして校長としての２年間、保護者の皆様や地域の皆様に支えられてきたことを実感
しています。本当に感謝の言葉しか浮かんできません。この３年間生徒たちが授業に、生徒会活動に、部活動
に生き生きと取り組んでいる姿が誇りであり、その姿を見るのが楽しみでした。さらに本校の合唱は、心を揺
さぶるもので、今思い出しても感動が蘇ってきます。生徒たちに、保護者・地域の皆様に、改めて感謝申し上
げます。ありがとうございました。
理科
林 秀彦 先生（退職）
このたび定年を迎え退職することになりました。青葉中学校には２年間お世話になりました。素直で力のあ
るお子さんたちに囲まれ楽しく過ごすことができました。見守り活動の様子を見ていて、青葉の子どもたちが
地域に支えられていることを毎朝実感しておりました。担任のときの保護者の皆様のご協力にはたいへん感謝
しております。ありがとうございました。

社会科
岸 哲司 先生（陵陽中へ）
１年間という短い間でしたが、大変お世話になりました。７年ぶりに担任を持ち、とても充実した生活を送
ることができました。１年３組の生徒たちには、陸上競技会と合唱コンクールのダブル優勝をプレゼントされ、
とてもうれしく思いました。４月からは、初めて豊平区の学校に着任しますが、62 歳の老体にムチを打って頑
張ろうと思っています。
数学科
五十嵐 かおる 先生
みなさんと出会い一緒に過ごすことができ、とても楽しかったです。みなさんの笑顔、元気な挨拶、授業中の
真剣な目、学校祭や合唱、他どれもがステキで、輝いていました。そんなみなさんへ。「今」が明日に、１年後
に、将来につながっています。だから、今目の前のことに一生懸命であってください。楽しいこともがんばらな
きゃいけないことも。今日までお世話になりました。ありがとうございました。

特別支援 菅原 祐司 先生（北海道教育大学付属札幌中へ）
このたび、教育大学附属札幌校へ異動することになりました。青葉中学校は生徒数も少ない中で、他の学校
と同じように行事や生徒会活動、委員会活動、加入率が他の学校の平均以上の部活動と忙しく日々を過ごして
います。一人一人が何らかの形で輝くことができる環境で、みなさんとともに学べたことは私の財産となりま
した。生徒の皆さん、ご支援下さった保護者の皆様、温かく見守って下さった地域の方々に感謝申し上げます。
ありがとうございました。

特別支援 藤谷 洋平 先生
生徒の皆様、保護者の皆様、ならびに教職員の皆様、１年間という短い期間ではありましたが、大変お世話
になりました。教員としてスタートしたこの年を皆様と過ごすことができ、とても幸せに思っています。3 月
は生徒の皆様と分散登校の短い時間帯でしか一緒に過ごすことができず、悔しい思いでいっぱいです。しかし
ながら健康でいられることの素晴らしさを改めて考えさせられました。皆様方の今後益々のご健勝を心より祈
念いたしまして挨拶に代えさせていただきます。

特別支援 山﨑 杏莉 先生
４月に着任のあいさつをしたのが、つい最近のことのように感じます。そのくらいみなさんと青葉中で過ご
した時間がとても充実していました。陸上競技大会で一生懸命に走る姿、合唱コンクールでのすばらしい歌声、
とても印象に残っています。これからも青葉中の伝統を引き継ぎ、それぞれの目標に向かって頑張って下さい。
１年間という短い間でしたが、大変お世話になりました。

栄養教諭 佐藤 牧子 先生（清田南小へ）
給食をしっかり食べてくれる生徒の皆さん、温かい保護者の皆様、親切で仕事熱心な職員の方々、お陰さま
で、私もポジティブで幸せな５年間を過ごさせていただきました。青葉中の落ち着きのある空気感がとても好
きでした。大変お世話になりました。ありがとうございました。

用務員
井川 哲人 さん（伏見小へ）
直接皆さんとの関わりは少なかったですが、廊下や外で作業をしている時、皆さんはよく挨拶をしてくれて
私はこの青葉中学校の生徒は優しく心遣いのできる生徒なのだと思いました。いつも皆さんが元気に挨拶をし
てくれてとても嬉しかったです。１年と短い間ではありましたが、本当にお世話になりました。青葉中学校の
生徒の皆さんも体調に気を付けて頑張ってください。

スクールカウンセラー 上島 有美子 さん（中央中へ）
2019 年度までの 6 年間、青葉中学校のスクールカウンセラーを担当させて頂きました。毎週火曜日の週１
回のみでしたが、この週一回が私にとって大変貴重な時間でした。スクールカウンセラーと関わらない方も多
いと思いますが、保健室の隣にカウンセリングルームがあるということ、何かあったら相談できるということ
を知って頂けたなら嬉しいです。そして、今後はもっと気軽に利用してもらえたらさらに嬉しいです。6 年間
ありがとうございました。
Thank you for the last four years. I have been blessed to be able to work in a school that is
filled with teachers who truly care about their studennts’education and thus students who
have great attitudes and were a pleasure to teach English. I really appreciate all the kindness
that was shown to me while I was working here. I will really miss you all, and it is difficult to
leave such a wonderful workplase. I wish you all the best and hope to meet you again someday.
ALT
Hammett, David Andrew

～始業式について～

■表彰■
■バドミントン部
【第６回ホクトスポーツ杯白石区厚別区バドミントン大会】
男子団体 第１位
■英語科
【日本語検定協会主催 実用英語技能検定】
５級満点賞 泉 晴人（１年３組）
■美術科
【第７９回全国教育美術展】
入選 岡部 麦（１年３組）
照井大地（１年３組）
須藤 優美花（２年１組）
佐藤 好華（３年１組）
熊谷 佑也（３年２組）
【第５９回世界児童画展】
入選 五十川 颯太（１年１組）
柳田 恭吾（１年２組）
小刀禰 修也（１年３組）
小池 悠太（２年１組）
大瀧 智元（３年１組）
小林 巧実（３年２組）
山本 萌瑛（３年２組）

登校時間：８：２０～８：２５
下校時間：１２：２０（給食ありません）
※新２・３年生は、新学年のフロアの指示
された教室で待機していて下さい。
※外靴は、持参した袋に入れて教室に持
っていきます。

～お知らせ～
・春休み中は、部活動はありません。

生徒会ボランティア活動
赤い羽根共同募金感謝状

６日（月）着任式・１学期始業式
７日（火）第３９回入学式
８日（水）各学年集会 補助教材販売
９日（木）新入生歓迎会
１０日（金）生徒会執行委員会
１４日（火）昼清掃 完全下校
１５日（水）昼清掃 完全下校
学級 PTA PTA 総会
１６日（木）５組新入生歓迎会
全協・局常会 認証式リハーサル
１７日（金）前期認証式 全協・局常会
２０日（月）３年学力テスト 部活動結成集会
２１日（火）教育相談 ５組家庭訪問
※２７日（月）まで
※コロナウイルス対策等のために、日程を
変更することがあります。

2 月１９日（水）に札幌エルプラザで開催され
た『レインボーフェスティバル』に、本校の５組
が参加しました。コロナウイルスの影響によりマ
スク着用での参加となりましたが、無事に充実し
た時間を過ごすことができました。３年生は、元
気なあいさつとともに丁寧に接客をすることがで
き、１・２年生は、他校の製品を見て次年度の製
品作りに向けて意欲を高める良い機会となりまし
た。５組の製品を買って下さった地域の皆様、あ
りがとうございました。

２月１日（土）に、札幌コンサートホール Kitara（小ホール）で行わ
れた『北方領土早期返還祈念合唱コンサート』に、本校合唱部が出演し
ました。平和への願いやふるさとを思う気持ちを込めながら「群青」を
披露しました。また、エンディングでは他校の生徒と一緒に「銀河鉄道
の夜～星めぐりの歌～」を合唱し、会場が一体となりました。

2 月１日（土）と２月８日（土）に、陸上部と野球部の見学体験会を行いました。野球部は第２回の開
催となり、前回のようなインフルエンザ流行の影響がなかったため多くの小学生が参加できました。中
学校の雰囲気や部活動の様子を知るきっかけとなっていれば幸いです。
今年度は、全ての部活動で見学体験会を開催しました。開催にあたっては、小学校の先生方にもたくさ
んご協力いただきました。ありがとうございました。
〈陸上部〉
〈野球部〉

２月１７日（月）と２０日（木）の２日間に渡り、青葉小学校と上野幌小学校で小学６年生を対象とし
た「理科」「英語」「音楽」の出前授業を実施しました。どの教科も、小学生が楽しめる授業で大変好評
でした。

お願い
・変更連絡等は、学校ホームページでお知らせしますので、定期的に御確認下さい。
・緊急連絡時に備え、札幌市保護者メールのご登録をお願いします。御協力よろしくお願いします。

