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令和元年度 修了式を迎えて
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藻岩中学校での令和元年度の学校生活も、今日で終わります。
卒業式では立派に有終の美を飾った３年生が巣立っていきました。ご来賓・保護者の皆様や在校生の皆
さんが出席できない中での卒業式でした。でも３年生は、担任の先生の呼名にしっかりと返事をし、立派
な態度で証書授与をうけました。３年間の自らの成長の歴史を伝える卒業生代表の言葉は、自信にあふれ
た素晴らしいものでした。
この一年、温かなあいさつが響く、仲間とともに向上しあえる藻岩中学校であったと思います。学校目
標である「自ら 気づき 考え 実行する生徒」を目指して、日々の集中した授業の積み重ね、生徒会や学年
などの自主的な取り組みや旅行的行事や学校祭などの行事を通して、個としても集団としても大きく成長
できた一年だったと思います。感染症対策のため、学習のまとめも学級や学年の仲間や先輩との別れも行
えないままの修了式となってしまいましたが、うれしかったこと、上手くいったこと、失敗したこと、悔
しかったことなど、すべてが大切な経験です。これからの生活に生かせるよう、春休みの生活につなげて
ほしいと思います。
４月から皆さんは進級し、新入生を迎えます。藻岩中学校の歴史はこれからも続いていきます。皆さん
が一日一日の大切さ、当たり前の日常が当たり前でないこと、感謝すべきことであることを心にとめ、未
来に希望をもち、なりたい自分を思い描いて新学期を迎えてほしいと願っています。
保護者、地域の皆様には藻岩中学校の教育活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
今後も感染症対策が続き、行事予定の変更など、ご協力をいただかなければなりません。
「明けない夜はな
い」と信じ、子どもたちが安心して楽しく学校生活を送れるよう、教職員一同、努力してまいります。
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げ、一年間のお礼の言葉といたします。

■ ３学期中の各種表彰
【ソフトテニス部】

古内杯南地区１年生大会
〔男子〕 ダブルス

優 勝
準優勝
第３位
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〔女子〕 ダブルス

道央地区冬季研修大会（女子）
ダブルス
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男子団体
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土屋
坪田
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亮太・早川 子竜 ペア
颯士・福田 遼太 ペア
心我 ※澄川中の部員とのペア
芽衣・小林 直楓 ペア

多田 和奏・小林 直楓 ペア

【卓 球 部】

中央南ブロック卓球新人戦

【美 術 部】

「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止ポスターコンテスト
入 選
２年２組 辻 ひより

読書感想画全道コンクール
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■ お知らせ
例 年 ４ 月 に 行 っ てい る 『 ５ 校 時 公 開 （ 担任 ）』『 学級 PTA・ PTA総会 』 につ き まし て は、 現 状を 踏
まえて５月に延期する予定です。日程が決まりましたら改めてお知らせします。
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り 組 む 姿 ･･･。 素 直 で 前 向 き な 皆
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学校図書館司書
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保健体育科の武岡 綾乃教諭は３月１８日
より産休に入りました。代替として藤田
ゆきえ教諭が着任しております。

でいきます。今までお世話になりありがとう
ございました。

