
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

校長 石成 牧子 

 

暖かな陽ざしに雪解けが進み、蕗の薹が顔をのぞかせる季節になってまいりました。３月

１２日に実施いました第７回卒業証書授与式では、卒業生５７名が３年間の思い出を胸にた

いへん凛々しく頼もしい姿で深川中学校を巣立っていきました。今年度は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため在校生や来賓の方々の出席がない中での卒業式になりましたが、生

徒交歓会では、卒業生を祝福する気持ちと感謝を込めた在校生からのメッセージや３年生に

よる合唱「旅立ちの日に･･･」を前撮りした動画を大型スクリーンで披露するなど、今できる

最大限の工夫をして卒業式を行いました。また、

在校生を代表して出席した生徒会長の岸本夢結

さんの送辞や卒業生代表の布野ひよりさんの答

辞に会場中が深い感動に包まれ、その思いや成

長を共有することができました。 

深川中学校ならではの温かい感動的な卒業式

を終え、その余韻が今も残っていますが、今日は

今年度の修了の日を迎えました。この１年間を

振り返りますと、新年度がスタートして２週間

後には、新型コロナウイルス感染拡大防止とし

て日本中の小・中学校が１ヶ月半にわたる臨時

休業になり、生徒をはじめ、保護者や地域の皆

様、そして、私たち教職員におきましてもたいへ

んな驚きと混乱の中での始業になりました。５

月中旬からは、分散登校や午前中の登校を実施
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し、６月から学校を再開いたしまし

た。しかし、新型コロナウイルス感染

症の収束の兆しはなく、先の見通しを

もつことが難しい状況のため、行事や

教育活動の中止や変更を余儀なくさ

れ、感染症防止のため制約が多い中で

の学校生活になりました。部活動にお

いても中体連大会やコンクール等が中止になり、目標を掲げて取り組んできた生徒たちにと

って、たいへん辛く悔しい出来事でした。さらに夏休みや冬休み期間の短縮や入試日程の１

日延期など、私も長い間教員をしていますが、どれもが初めての出来事でした。 

そのような状況ではありましたが、生徒たちは、今できることに真剣に立ち向かい、精一

杯の努力をし、仲間とともに今年でなければ体験できない思い出をたくさん作ってきました。

乗り越える壁が高ければ高いほど、その思いを共有した仲間との絆は強くなり、乗り越えた

ときの達成感は、忘れることのできない体験になります。この一年間は、記憶に残る一年に

なったのではないかと思います。 

学校生活を船の航海にたとえると、今日は昨年の４月に出航をした船が１年間の航海を終

えて目的地の港に到着する日です。この１年を振り返ると穏やかな日もありましたが、雨や

嵐の日もあり、このままでは沈むのではないかと心配したこともありました。それでも生徒

たちが協力し合い、一生懸命頑張ったおかげで今日の日を迎えることができました。今日の

修了式をもって船は一旦港に入ります。春休みは一番短い休みですが、大切な休みになりま

す。そのため、ご家庭におかれましてもお子さまと一緒にこの１年間を振り返ってほしいと

思います。１つは、通知表を見ながら、成長できた点、工夫や改善を加えることで成長につ

ながる点を数字のみではなく所見欄を参考にしながら話してみてください。親子で共有する

ことが大切になります。２つ目は、次の航海、つまり令和３年度１年間の目標を考えること

です。２年生は、４月からは最上級生として中学校生活最後の船出をします。１年生は後輩

を迎えて中堅学年としての新たな航海が待っています。けれども、やみくもに船出をするの

は大変危険です。それはまた１年間の長い航海になるからです。長い航海をするには、さま

ざまな準備が必要です。生徒たちは、目標という名

の荷物を春休みの間に用意することになります。ス

モールステップで頑張ること、各学期にやり遂げる

こと、１年間で達成することなど、具体的な目標を

立てて、１年後どんな自分になっているかを思い描

いてほしいと思います。１年間の新たな船出が近づ

いています。この春休みがステップアップするため

卒業式 保護者の様子 

卒業式 石成校長の式辞の様子 



の有意義な時間となるよう学習面、生活面、そして心の準備をして、令和３年度のスタート

となる４月を迎えてほしいと思います。 

今年度１年間、コロナ禍中、生徒たちが安心して学校生活を送ることができましたのも保

護者や地域の皆様のご理解とご協力、ご支援の賜と心より感謝申し上げます。１年間、誠に

ありがとうございました。 

 

 

 

 

在校生代表の言葉（送辞）     岸本 夢結 
 

厳しかった冬の寒さも和らぎ、春の気配を

感じられる季節となりました。このよき日に、

卒業式を迎えられる３年生のみなさん、ご卒

業おめでとうございます。在校生を代表し、

心よりお祝い申し上げます。 

 今年の卒業式もコロナ禍のため、在校生が

参加することができず、先輩方を皆で見送る

ことができなくなってしまったことがとて

も残念です。 

先輩方との思い出は本当にたくさんあり

ます。体育大会の代わりに行われた「ライジ

ングサン」では、先輩方と一緒に汗を流すこ

とはできませんでしたが、グラウンドから聞

こえてくる応援の声や、楽しそうな笑い声で、

３年生の仲の良さが伝わってきました。 

１１月に行われた中学校最後で最大の行事

の学校祭。学級発表では、かっこいい「春を

告げる」とかわいい「Make you happy」の

二つの対照的なダンスが印象的でした。大ト

リにふさわしい最高のダンスだったと思い

ます。合唱では、私たち１、２年生とは比べ

ものにならないほどの素晴らしい歌で、聴い

ていいた私たちは、美しいハーモニーに魅了

されました。 

 部活動では、３年生の取り組む姿勢や態度、

いつも笑顔で部活をする姿が、私たちの手本

となり目標となるものでした。今年は、練習

ができること自体が少なくなり、目標として

いた中体連も中止になって、全道大会など、

上につながる大会がほとんどなくなってし

まいました。３年生のみなさんが一番ショッ

クを受けていたと思うのに、それを大きく感

じさせず、最後までやりきる姿がとてもかっ

こよかったです。 

 生徒会活動では、終始笑い声が絶えること

なく、学年の違う私にも声をかけてくれて、

本当に楽しい空間でした。みんなで決めたス

ローガンの「笑ーえみー」が、３年生はしっ

かりと実践できているなと思い、とても明る

い先輩方が本当に

誇らしかったで

す。 

 こんな素晴らし

い先輩方に頼るこ

とができるのも、

今日が最後です。 

今日まで見てき

た、みなさんの姿

を目標にして、今

度は私達が新１、

卒業式 在校生代表：岸本夢結さん 

卒業式生徒交歓会 

司会者 飛田伊吹さん 



２年生を引っ張っていこうと思います。そし

て、さらに良い深川中学校にしていきたいと

思います。 

 先輩方は４月から、それぞれの新しい道へ

進まれます。きっと大きな期待と半面不安も

感じていることでしょう。これからは、この

深川中学校で学んだことを大切に、お体に気

をつけて頑張ってください。在校生一同、心

より応援しています。２年間、本当にありが

とうございました。 

 

令和３年３月１２日 

在校生代表 岸本 夢結 

 

 

卒業生代表の言葉（答辞）     布野 ひより 
 

今日、令和３年３月１２日。私にとって、

今日はかけがえのない日です。 

 私たちは一年間、たくさんの人に「かわい

そうに」「しかたがないね」と言われました。 

 確かに、さまざまな行事が延期や中止とな

り、悔しい思いもたくさんしました。 

 しかし、今、私はとても幸せです。そして、

ここにいる３年生みんなの表情からわかる

ように、私たちはいろいろな経験をして、今

はとても希望に満ち溢れています。 

 私たちが３年生になって初めて登校した

のは、昨年の４月７日です。その頃は、修学

旅行で東京に行けるのか、そもそも修学旅行

に行けるのか、中体連はあるのか、学校行事

はどうなるのか、いつになったら元の生活に

戻れるのだろうかなど、数えきれないほどの

不安と焦りがありました。それから、休校中

の分散登校で中体連がなくなったことを知

ったり、修学旅行の行き先が東北になったり

とたくさんショックな出来事がありました。 

 なによりも中体連がなくなったと知った

ときは、本当に悔しかったです。私は小学校

２年生の時からバレーボールをやっていて、

中学校では中体連で全道大会出場を目標に

毎日練習してきました。だから、中体連がな

くなったと知ったときは、「今まで何のため

に練習してきたんだろう」という気持ちにな

りました。 

 ここにいる３年生だけでなく、多くの人が

このような気持ちになったと思います。特に、

高校３年生の皆さんは私たち以上に悔しか

ったと思います。テレビで放送されているの

を見ていて、私も心が痛くなりました。 

 初めは涙を流して「悔しい」と言っている

人たちが多かったですが、日が経つにつれて

前向きな気持ちを言葉にする人が増えたこ

とに私はとても励まされました。 

 また、全道大会に行くチャンスはなくなり

ましたが、最後の大会とそれまでの練習は本

当に充実していたように思います。 

 悔いがないと言ったら嘘になりますが、今

となっては良い経験だったと思います。 

 また、もうできないと思っていた大会がで

きたのは顧問の先生方など、たくさんの方々

卒業式 卒業生代表：布野ひよりさん 

卒業式 担任の先生たち 



のおかげです。学校行事も同じで、体育大会

もライジングサンという形でクラスの団結

を深め合うことができました。いろいろな学

校が中止を決めていた修学旅行も無事に行

くことができ、函館山からの夜景を心の１ペ

ージに刻みこむことができました。学校祭も

私たちの集大成の合唱を保護者の方々に見

ていただくことができました。 

 そして、今、卒業生５７名が誰一人として

欠けることなく卒業式を迎えられています。 

 今、無事に卒業式を迎えられているのは、

私たち生徒のことを一番に考えて、話し合っ

てくれた深川中学校の先生方のおかげです。 

 また、３年間ともに過ごしてきた仲間や１

５年間いつも一番そばで見守り、育ててくれ

たお父さん・お母さん、皆さんのおかげです。 

 今、ここでお礼を言わせてください。本当

にありがとうございました。 

 人生最初で最後の答辞を、大好きな人たち

に囲まれて読むことができて、私は今、本当

に幸せです。今までに答辞を読んできた歴代

生徒会長の中で、私が一番幸せな気持ちで読

んでいると思います。 

そして、この答辞を読んでいるこの瞬間がと

てもかけがえなく、そして愛おしいものに感

じられます。 

こんな気持ちになれるのも、この１年に起

こったたくさんの悔しい、辛い出来事をここ

にいるみんなで乗り越えてきたからです。 

 この１年間で経験した出来事はこれから

社会で生きていくうえで、必ず役に立つと思

います。たくさんの経験をしてきた私たちだ

からこそできることをこれからの生活で見

つけ、実行していきたいです。たくさんの思

いを胸にのせ、これからの生活に希望をいだ

いている私たちをどうか応援してください。 

 最後に、私たちは１年間、先生方、保護者

の方々、５７人の仲間、在校生の皆さんなど、

本当にたくさんの人々に支えられて生きて

きました。もう一度、卒業生を代表して感謝

の言葉を述べたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

令和３年 ３月１２日 

卒業生代表 布野 ひより 

 

 

 

 

  今年度はコロナ禍の影響の為、今まで当たり前に行ってきた学校行事が検討を余儀なくされまし

た。現状では４月から始まる令和３年度についても、なかなか先が見通せない状況ですが、次年度の

本校の大きな行事について予定が決まっていますのでお知らせいたします。 

 

 なお、令和３年度の年間行事予定については、４月６日にお子さんを通じて配布いたしますので、

併せてご確認ください。 

 

 また、以下の表には出ていませんが、例年１・２年生を対象に４月に行ってきた家庭訪問は

今年度同様行わず、代わりに４月２１日（水）から二者懇談という形で保護者の皆様と顔合わせをさ

せていただく予定でいます。 

卒業式後の最後の学活の様子 ３Ａ 



 その他に旅行的行事として、 

３年生修学旅行  ４月２２日（木）～ ２４日（土）の３日間  函館方面 

２年生宿泊学習  ５月１２日（水）～ １３日（木）の２日間  札幌方面 

１年生見学旅行  ９月２８日（火）              未定（昨年は赤平市） 

 

 ここ数年は希望がな

く、実施していなかった

教育実習につい

ても、令和３年度は本校

の卒業生、５名が希望し

ており、受け入れる予定

でいます。夏休み明けか

ら３～５週間程度にな

りそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪が雨に代わる季節が巡ってくると、ハウスの除雪が始まり、融雪

剤が撒かれ、冬眠から覚めたように世の中が動き始めます。職員室は、

年度末の業務や新年度の準備に大忙しになりますが、私はこの時期

の職員室が大好きでした。手元を離れていく子どもたちに想いを残

しながらも、次に出会う子どもたちのために生き生きと準備を進め

る先生方の姿が大好きでした。 

そんな春も今年で最後になります。 

7年前に大きな病気で 1年

近く学校を休み、また教職

最後の 2年間は、長い病気休

暇を取ることになり、皆さ

んにたくさんのご心配をか

けてしまいました。若いころのような働き方はもうしてはい

けないのだとつくづく反省いたしました。 

深川中学校の勤務は、旧校舎からの引っ越しがあったり、

新校舎の環境を整える作業があったりと、忙しくも充実した

 

篠 原 豊 子 

本校での業務内容（R2） 

■特別支援学級（病弱）担任 

■教務部教育事務係 

  ・教材に関すること 

  ・出席簿の管理 

  ・通知表、成績管理 

  ・職員室・教室配置計画 

  ・生徒机・椅子配置計画 

■美術部顧問 



6 年間でした。そんな中で、生徒たちと楽しい思い出をたくさ

ん共有することができたと思います。 

今も先生方は次の出会いのために着々と準備を進めていま

す。 

学校がみんなの希望の場であり続けますように、心から願っ

てお別れの言葉といたします。 

 

生徒・保護者のみなさんを

始め、多くの方々に支えられて過ごした５年間でした。まだまだコ

ロナ禍の中ですが、諦めずに挑戦していくことで、できることはた

くさんあります。 

一日一日を大切に、悔いのない中学校生活を送ってください。 

５年間お世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

深川中学校では 5年間勤務させていただき、本当にたくさんの貴

重な経験をさせていただきました。特に、「どうすれば実現できる

か？」「どうすればより充実した活動ができるか？」を人生最初の

卒業生とともに考えながら過ごした最後の１年間は、私にとってか

けがえのない財産になりました。 

深川中学校での５年間がこれだけ充実したものになったのも、素

直で心優しい生徒やどんなことにも快くご協力いただいた保護者

の皆様・地域の皆様のおかげだと思っています。深川中学校での思

い出や経験を胸に、新天地でも精一杯頑張ります。 

５年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

吉 井 智 基 

本校での業務内容（R2） 

■３年Ａ組担任 

■全学級保健体育 

■指導部体育係 

  ・体育行事に関すること 

  ・屋内外運動場の管理 

  ・中体連業務 

  ・部活動の統括 

■バスケットボール部顧問 

老 松   謙 

本校での業務内容（R2） 

■３年 B 組担任 

■１・３年社会、３年技･家 

■教務部道徳特活係 

  ・学活の計画立案 

  ・道徳の推進計画立案 

  ・進路指導の計画立案 

  ・学年、学級経営に関して 

■美術部、バドミントン部 

 陸上部 

生徒と一緒に栽培実習 

防災教室 段ボールベッドづくり 

研究授業の様子 



 

 

 

 ４月６日（火）がお子さんにとって令和３年度

初めての登校日となります。 

 制服登校となりますので、お間違えのないよ

う、お子さんと話してください。 

 

〇朝の会 ８：２５～８：３５ 
 

〇着任式 ８：４０～ ８：５５ 

 新しく赴任された先生の紹介をします。 
 

〇始業式 ８：５５～ ９：１５ 

 学級担任、教科担任、部活動担当などが発

表になります。 
 

〇学 活 ９：２５～１０：１５ 

 学級ごとの集合写真を撮影します。 
 

〇入学式準備 １０：２５～１１：１５ 

 午後から行われる入学式準備をします。 
 

〇帰りの会 １１：１５～１１：２５ 
 

〇スクールバス発車 １１：３５ 

 

 教科書類やプリント類をたくさん渡すことが

予想されますので、かばん等の準備をお願いい

たします。 

入学式は… 

 卒業式同様、感染症予防のため、時間短縮、

隣との距離をとるなどして行います。 

 来賓はお招きせず、新入生とその保護者各

家庭 2 名までの参加を予定しています。 

 また、新入生は生徒玄関から、保護者は体育

館開放玄関から有効することとしました。 

入学式後の学活は密を避けるため保護者の

参加は行わないこととしています。代替案と

して体育館で学活の様子を中継する予定でい

ます。 

 

 

 

 

 ４月 ６日（火） 着任式・前期始業式 

入学式、定時退勤日（教職員） 

          ＰＴＡ三役会 

    ７日（水） 生徒会対面式 

          市内小学校入学式 

    9 日（金） 知能検査（１年） 

   １２日（月） 生徒会認証式 

          一斉実行委員会・代表議員会 

   １３日（火） 職員会議 

          副教材販売（８：００～） 

   １４日（水） 学力テスト（全学年） 

          教育振興会ｻｰｸﾙ結成集会 

   １５日（木） 部活動結成集会 

          半プロ討議、代表議員会 

   １６日（金） 参観日・懇談会・ＰＴＡ総会 

          ＰＴＡ役員会（引継ぎ会） 

   １９日（月） 標準学力検査（全学年） 

          一斉実行委員会・代表議員会 

   ２０日（火） 全体研修（教職員） 

          定時退勤日（教職員） 

   ２１日（水） 二者懇談（１年①） 

   ２２日（木） 修学旅行（３年） 

          二者懇談（１年②、2 年①） 

   ２３日（金） 修学旅行（３年） 

          二者懇談（１年③、２年②） 

   ２４日（土） 修学旅行（３年） 

   ２６日（月） 振替休業（３年） 

          二者懇談（１年④、２年③） 

   ２７日（火） 内科検診（男子） 

          発育測定・視力・聴力（女子） 

   ２８日（水） 内科検診（女子） 

          発育測定・視力・聴力（男子） 

          美化の日 

          市ＰＴＡ連合会総会 

 ５月 ６日（木） 歯科検診 

    ７日（金） 生徒総会 



 


