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ありがとうございました

 ３月２２日の修了式をもって、

 事件や事故もなく、生徒一人一人

また、先日の卒業式において保護者・地域の皆様には多数ご出席いただきありがとうござ

いました。小さな学校ですがこの１年間も中身の詰まった教育活動ができたと思います。

これもひとえに保護者や地域の皆様のご理解とご協力の賜だと思います。本当にありがと

うございました。 

さて、今年度は中学校教員 2名、事務職員、公務補と自分を合わせて

動を進めてまいりました。そのような中で、生徒たちの「何事にも一生懸命取り組む姿」

が私たちの励みとなり、今年度の教育活動を行うこと

「人からやらされてきた練習を努力とは言わない」（アニメ：メジャー）

これは私の好きな言葉の一つです。

「仕方ない」「どうしようもない」状況でも、前向きに、リスクをチャンスに変える心の

持ちようが大事だと思います。そして、一人一人が主体的に学びあい、分かりあい、最善

を尽くすことです。 

3 名の中学生のうち、2 名が卒業しました。残された

の地を離れる子どもたちには、これまで高知小中学校で学んだことを生かしつつ、新しい

環境に早く慣れて、充実した学校生活を送ってほし

高知小中学校は今年度をもって休校となりますが、これまで学校を支えていただいた地

域・保護者の皆様には大変感謝して

おります。学校がお休みしても子ど

もたちの学びの場はこの地域です。

地域・保護者の皆様には健康に留意

されこれまで通り、元気で明るく、

そして仲良く子どもたちの良きお手

本として過ごしていただければと思

います。 

本当にありがとうございました。
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ありがとうございました 

校 長  湊 谷

日の修了式をもって、高知小中学校の一年間の教育活動が終了いたしました。

事件や事故もなく、生徒一人一人が健康で充実した学校生活を送ることができました。

また、先日の卒業式において保護者・地域の皆様には多数ご出席いただきありがとうござ

いました。小さな学校ですがこの１年間も中身の詰まった教育活動ができたと思います。

これもひとえに保護者や地域の皆様のご理解とご協力の賜だと思います。本当にありがと

名、事務職員、公務補と自分を合わせて 5名体制で教育活

動を進めてまいりました。そのような中で、生徒たちの「何事にも一生懸命取り組む姿」

が私たちの励みとなり、今年度の教育活動を行うことができたのだと思います。

「人からやらされてきた練習を努力とは言わない」（アニメ：メジャー） 

これは私の好きな言葉の一つです。 

「仕方ない」「どうしようもない」状況でも、前向きに、リスクをチャンスに変える心の

持ちようが大事だと思います。そして、一人一人が主体的に学びあい、分かりあい、最善

名が卒業しました。残された 1 名で修了式を行いましたが、こ

の地を離れる子どもたちには、これまで高知小中学校で学んだことを生かしつつ、新しい

環境に早く慣れて、充実した学校生活を送ってほしいと思います。 

高知小中学校は今年度をもって休校となりますが、これまで学校を支えていただいた地

域・保護者の皆様には大変感謝して

おります。学校がお休みしても子ど

もたちの学びの場はこの地域です。

地域・保護者の皆様には健康に留意

されこれまで通り、元気で明るく、

そして仲良く子どもたちの良きお手

本として過ごしていただければと思

本当にありがとうございました。 
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谷 隆 司 

中学校の一年間の教育活動が終了いたしました。 

が健康で充実した学校生活を送ることができました。

また、先日の卒業式において保護者・地域の皆様には多数ご出席いただきありがとうござ

いました。小さな学校ですがこの１年間も中身の詰まった教育活動ができたと思います。

これもひとえに保護者や地域の皆様のご理解とご協力の賜だと思います。本当にありがと

名体制で教育活

動を進めてまいりました。そのような中で、生徒たちの「何事にも一生懸命取り組む姿」

ができたのだと思います。 

「仕方ない」「どうしようもない」状況でも、前向きに、リスクをチャンスに変える心の

持ちようが大事だと思います。そして、一人一人が主体的に学びあい、分かりあい、最善

名で修了式を行いましたが、こ

の地を離れる子どもたちには、これまで高知小中学校で学んだことを生かしつつ、新しい

高知小中学校は今年度をもって休校となりますが、これまで学校を支えていただいた地

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

■ 教育目標 
・自ら学び豊かな表現ができる子ども
・明るく思いやりのある子ども
・集団の一員としての自覚をもつ子ども
・健康でたくましい子ども
・進んで事にあたり，勤労に励む子ども

■ 校  訓 
・かしこく （賢） 
・やさしく （愛） 
・たくましく（剛） 

名越 健一 公務補 厚岸町立太田中学校へ

 つい先日退職したかのように，あっという間に５年
が過ぎようとしています。 
 昭和６２年４月厚岸町立高知小学校に赴任し，３３
年がたちました。来た当時は，道路は狭く砂利道で，
学校に着いたときはあまりにも古い校舎でびっくりしました。ま
るで自分が小学生時代に通った校舎に似ていたので，懐かしく思
いました。 

時の経つのは速く，地域の皆さんの協力により校舎も新しくな
り，道路も整備されて，今では町内で１・２のすばらしい学校と
なりました。こんな環境の良い場所で勤めさせていただいたこと
を心から感謝しております。 

長い間怪我なく事故なく勤めてこれたのは地域の皆さんの支え
と協力のおかげです。３月３１日を持って休校という形なりまし
たが，これも少子化の現れで仕方のないことなのかなと思ってお
ります。私自身も思い出と寂しさがこみ上げてきます。

長い間公私共に地域の皆様にお世話になり感謝の気持ちでいっ
ぱいです。ありがとうございました。

湊谷隆司
校  

日  

佐藤 裕人 教諭 
 釧路市立武佐小学校へ異動

 克典君の小学校入学、 
萌さん、亜弥さん、大志君、 
３姉弟の転入とともに高知 
小中学校に赴任して、７年 
が過ぎようとしています。 

明るく素直な子供たちと家族のよ
うに過ごしたこと、花見やお祭りなど
で地域の皆さんと楽しく交流したこ
と、青年部の皆さんと釧路の夜を過ご
したことなど、たくさんの楽しい思い
出ができました。別保から通勤する私
を仲間として温かく迎えていただき、
感謝の気持ちでいっぱいです。本当に
ありがとうございました。 

歴史歴史歴史歴史
休校休校休校休校

このたび
休校することになりました。
間，高知
生を送り出してきました。
保護者や地域の
した学校生活を送

本当にありがとうございました。
  

学び豊かな表現ができる子ども 
・明るく思いやりのある子ども 
・集団の一員としての自覚をもつ子ども 
・健康でたくましい子ども 
・進んで事にあたり，勤労に励む子ども 

 -知育-  
 -徳育- 
 -体育- 

厚岸町立太田中学校へ異動 

つい先日退職したかのように，あっという間に５年 

昭和６２年４月厚岸町立高知小学校に赴任し，３３ 
年がたちました。来た当時は，道路は狭く砂利道で， 
学校に着いたときはあまりにも古い校舎でびっくりしました。ま
るで自分が小学生時代に通った校舎に似ていたので，懐かしく思

は速く，地域の皆さんの協力により校舎も新しくな
れて，今では町内で１・２のすばらしい学校と

なりました。こんな環境の良い場所で勤めさせていただいたこと
 
めてこれたのは地域の皆さんの支え

と協力のおかげです。３月３１日を持って休校という形なりまし
たが，これも少子化の現れで仕方のないことなのかなと思ってお

身も思い出と寂しさがこみ上げてきます。 
長い間公私共に地域の皆様にお世話になり感謝の気持ちでいっ

ぱいです。ありがとうございました。 

湊谷隆司   岩本勇三  佐々木啓子 
  長    時間講師  スクール 

(数学)  ヘルスリーダー 

釧路市立武佐小学校へ異動 

 

明るく素直な子供たちと家族のよ
うに過ごしたこと、花見やお祭りなど
で地域の皆さんと楽しく交流したこ
と、青年部の皆さんと釧路の夜を過ご
したことなど、たくさんの楽しい思い
出ができました。別保から通勤する私

間として温かく迎えていただき、
感謝の気持ちでいっぱいです。本当に

吉岡 華子 教諭 釧路市立山花中学校へ異動
 ４年前の「ステンドグラスが素敵な
校舎だなぁ」と思ったことがついこの間
のことのようです。 
 毎日、素直で明るい子ども達と過ごし、
本当に充実した月日を送ることが出来ま
した。校庭の桜、高知池の蛙の合唱、
の花･･･大自然の中で伸び伸びと育つ子ども達に
いつもパワーをもらっていました。
していなければ出来ない経験がたくさんあり、
れは私の自信と自慢になりました。
いです。 
 最後に、保護者の皆様、地域の皆
かい声をかけて頂きありがとうございました
年間、本当にお世話になりました。
がとうございました。 

小林 
釧根大地の丘陵深くに万感の思いで鍬を入れて，

９０年余の時を刻んだ高知の学校に来て，はや２年。
学校のこと，地域のことは何もわからない私を暖か
く迎えて下さった先生方や地域の皆さん，
うございました。
５月の山明けの学校周辺のゴミ拾いから始まり，ハウス作

りやそのあとの懇親会焼肉パーティー，ともに語りよく飲ん
だ。１年目は小学生もいて，昼休み図書室で乃愛ちゃんや蓮
斗君たちと面白い本，最近読んだ本などを持ってきて，プチ・
ビブリオバトルをした。「へぇ～こんな本読んでるんだ」とい
うと目を輝かして語り出す子供らの誇らしさ嬉しさになんと
新鮮なことかと感動をしました。この学校へ来てよかったと
思った瞬間でもありました。
 ２年目は，克典君，大志君，智典君たちと春先から夏にか
けて体育館でよく遊んだ
とてもついて行けなかった。一人体育館で走る毎日。運動会
の対抗リレーは忘れられない一コマだ。地域青年の底力はた
いしたものでした。都合２年間皆様のお陰で楽しくやってこ
れました。これからもいろんなところで，出会うこともある
かと思いますが，今までどおりよろしくお願いします。学校
の正面玄関上にあるメルヘンチックなステンドグラスの輝き
や，皆さんとともに過ごした日々を私は決して忘れません。
２年間どうもありがとうございました。

歴史歴史歴史歴史あるあるあるある学学学学びびびび舎舎舎舎がががが今春今春今春今春からからからから
休校休校休校休校    

このたび 高知 学校は，在籍生徒がいないため
休校することになりました。およそ７０ もの い

，高知ならではの特色ある教育が実践され，多数
生を送り出してきました。これまで変わらずに続いてきた
保護者や地域の皆様のご ・ご により，生徒
した学校生活を送り，豊かな を てきました。

本当にありがとうございました。 

【高知小中学校の歩み】

昭和３年９月 厚岸町別寒特別教授場と

して開設 

昭和９年３月 高知尋常小学校に昇格

昭和１６年４月 高知国民学校と改称

昭和２２年４月 高知小学校と改称

昭和２５年４月 高知中学校が併置

昭和３２年７月 校舎を現在地に移転

昭和３９年   校章を制定 

昭和４３年５月 校歌を制定 

昭和５２年２月 トライベツ小中学校閉校

平成６年３月 新校舎増改築工事完成

平成３０年４月 小学校休校 

平成３１年４月 中学校休校 
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 壮司 事務職員 厚岸町役場税務課へ異動 
釧根大地の丘陵深くに万感の思いで鍬を入れて，

９０年余の時を刻んだ高知の学校に来て，はや２年。
学校のこと，地域のことは何もわからない私を暖か
く迎えて下さった先生方や地域の皆さん，ありがと
うございました。 
５月の山明けの学校周辺のゴミ拾いから始まり，ハウス作

りやそのあとの懇親会焼肉パーティー，ともに語りよく飲ん
だ。１年目は小学生もいて，昼休み図書室で乃愛ちゃんや蓮
斗君たちと面白い本，最近読んだ本などを持ってきて，プチ・
ビブリオバトルをした。「へぇ～こんな本読んでるんだ」とい
うと目を輝かして語り出す子供らの誇らしさ嬉しさになんと
新鮮なことかと感動をしました。この学校へ来てよかったと
思った瞬間でもありました。 
２年目は，克典君，大志君，智典君たちと春先から夏にか

けて体育館でよく遊んだ。サッカーやバスケットをやったが，
とてもついて行けなかった。一人体育館で走る毎日。運動会
の対抗リレーは忘れられない一コマだ。地域青年の底力はた
いしたものでした。都合２年間皆様のお陰で楽しくやってこ
れました。これからもいろんなところで，出会うこともある
かと思いますが，今までどおりよろしくお願いします。学校
の正面玄関上にあるメルヘンチックなステンドグラスの輝き
や，皆さんとともに過ごした日々を私は決して忘れません。
２年間どうもありがとうございました。 
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学校の歩み】 

厚岸町別寒特別教授場と 

高知尋常小学校に昇格 

高知国民学校と改称 

高知小学校と改称 

高知中学校が併置 

校舎を現在地に移転 

トライベツ小中学校閉校 

新校舎増改築工事完成 

 
釧根大地の丘陵深くに万感の思いで鍬を入れて， 

９０年余の時を刻んだ高知の学校に来て，はや２年。 
学校のこと，地域のことは何もわからない私を暖か 

ありがと 

５月の山明けの学校周辺のゴミ拾いから始まり，ハウス作
りやそのあとの懇親会焼肉パーティー，ともに語りよく飲ん
だ。１年目は小学生もいて，昼休み図書室で乃愛ちゃんや蓮
斗君たちと面白い本，最近読んだ本などを持ってきて，プチ・
ビブリオバトルをした。「へぇ～こんな本読んでるんだ」とい
うと目を輝かして語り出す子供らの誇らしさ嬉しさになんと
新鮮なことかと感動をしました。この学校へ来てよかったと

２年目は，克典君，大志君，智典君たちと春先から夏にか
。サッカーやバスケットをやったが，

とてもついて行けなかった。一人体育館で走る毎日。運動会
の対抗リレーは忘れられない一コマだ。地域青年の底力はた
いしたものでした。都合２年間皆様のお陰で楽しくやってこ
れました。これからもいろんなところで，出会うこともある
かと思いますが，今までどおりよろしくお願いします。学校
の正面玄関上にあるメルヘンチックなステンドグラスの輝き
や，皆さんとともに過ごした日々を私は決して忘れません。 


