
1 
 

進んで学び、思いやりをもって、たくましく、しなやかに生き抜く人間の育成 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

校長式辞（校長 木村 傑） 
日差しもやわらか

く、すっかり春の陽気
につつまれ、出会いと
喜びを感じさせる季
節となりました。この
よき日に令和三年度
入学式を挙行するに
あたりまして、ご多用の中、ご来賓のＰＴＡ会長・石
川均様、石川小学校校長・對馬匠様、並びに保護者の
皆様のご臨席賜りましたことを、高い席からではござ
いますが、心より感謝申し上げます。 
 さて、二十名の新入生の皆さん、入学おめでとうご
ざいます。二年生・三年生全生徒、そして教職員一同、
心から歓迎します。ただ今、皆さんの元気で堂々とし
た返事を聞きました。喜びや期待に満ちた決意と溢れ
んばかりの意欲を感じることができ、大変嬉しく思い
ました。 
  そんな皆さんに、中学校三年間で実践してほしい大
切なことを三つお話します。 
 一つ目は、夢の大切さです。人は夢をもつことで、
誰でもその夢を叶えたいと自然に思うものです。夢は
人から与えられるのではなく、自らの意志で叶えるも
のです。従って、どんな場面でもどんな人にでも、自
分の夢を堂々と述べることができ、夢の実現を何度で
もイメージし、自分の決意に触れる機会を多くして、
一段と意識を深めてほしいと思います。「意識が変わ
れば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習
慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変
わる。」。これは、プロ野球界の重鎮、野村克也氏の言
葉です。野村氏はチームを一から鍛えてつくりあげ、
幾度も優勝へと導いた名将であり、その言葉の意味に
広さと深さが伝わってきます。意識を変えることから、
果てには運命を変えることができるというのですか
ら、非常に価値が高く、やりがいがあります。中学校
入学を機に、ぜひ夢をもち、意識を変えることから始
めてほしいと思います。 
 二つ目は、継続の大切さです。何事も思いつきや一
瞬の勢いだけでは成就しません。じっくり時間をかけ、
ひたすらにこつこつと取り組み、失敗しても挫折しそ
うになっても、あきらめずに向き合い続けることこそ

が大事なのです。「雨
垂れ石を穿つ」という
言葉があります。軒下
から落ちるわずかな
雨垂れでも長い間落
ち続ければ硬い石に
も穴があくという意
味で、努力を続ければ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
困難なことでさえ成し遂げられるということを表現
しています。中学校は、勉強、部活動、様々な学校行
事、生徒会活動など、自分を鍛えて磨く場面がたくさ
んあります。どんな場面においても継続することを意
識しながら、全力を尽くして取り組んでほしいと思い
ます。 
  三つ目は、思いやりの大切さです。思いやりとは、
相互に共感的な気持ちをもち、相手の立場を理解して
優しく好意をもって関わることです。学校は集団生活
を営む場ですから、自分の意見を述べることも他者の
意見を聞くことも大切です。意見を丁寧に交換して合
意を図りながら、アイディアや発想を補完し、創造性
を育んでほしいと思います。また、他者への肯定的な
働きかけは、他者からの肯定的な働きかけとして返っ
てくるものです。そのことからも、思いやりは信頼関
係を構築し、安心できる集団づくりにおいてベースと
なるものですので、全員の思いやりが行き交う温かい
空気の学級づくりを期待します。 
  さて、保護者の皆様、本日のお子さまのご入学、誠
におめでとうございます。中学生の時期は心身の成長
が著しい一方、多感な時期でもあることから、気持ち
が不安定になることがあります。どのように関わるべ
きか、お悩みになることもあるかと思います。そのよ
うなときは、ご遠慮なく本校職員にご相談いただけれ
ば幸いです。学校と家庭が密に連携し、大人同士が信
頼関係を促進し、お子さまの健全な成長を支えていき
たいと思います。また、本校と石川小学校は、小中一
貫教育とコミュニティ・スクールに係る取組を推進し
ており、学校、家庭、地域が一体となって連携性と協
働性を高め、宝である子どもたちのよりよい成長を支
える学校づくりを行っております。今後、小中一貫Ｃ
Ｓだよりや学校通信などを通じて、積極的に情報発信
して参りますので、ご協力・ご支援よろしくお願いい
たします。 
  新二年生・新三年生の皆さん、今日の入学式は、一
学期の始業式でもあり、一つ上の学年にそれぞれ進級
した皆さんを激励する式でもあります。皆さんは、義
務教育九年間の中で、八年目・九年目を迎え、いよい
よ終盤となります。これからの見通しと具体的な目標
をもち、将来の夢に向かって文武両道に一層励み、目
ざす生徒像「十五歳の姿」の実現を期待します。さら
に、石川中学校区のトップリーダーとして、挨拶がよ
く、思いやりに厚く、仲間を大切にし、新入生や小学
生を優しくリード・サポートするなど、模範を示すあ
こがれの先輩であってほしいと願います。 
 結びになりますが、生徒六十六名と教職員十四名、
計八十名による令和三年度の教育活動を今日から始
めます。石川中学校八十名全員が、躍動感と笑顔あふ
れる一年となることを祈念して式辞といたします。 
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 ４月６日（火）令和３年度入学式が行われました。期待と不安を胸に、やや緊張した面持ち
の新入生２０名の名前が呼ばれ、石川中学校への入学が認定されました。 
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祝辞（ＰＴＡ会長 石川 均） 
入学される二十名

の皆さん、石川中学
校への御入学おめで
とうございます。 
 つい先日迄、ラン
ドセルを背負って小
学校へ通っていたわ
けですから、急に大
きくなった訳でもな
く、急に何でも出来る様になった訳でもありません。 
 しかし、今日から晴れて中学生です。ちょっとだけ
気持ちがお兄さん、お姉さんになったはずですので、
気持ちを入れ替えて勉強に部活動に励んで頂きたい
と思います。 
 今日からの三年間、この石川中学校で様々な事を学
ぶわけですが、三年というのは、あっと言う間に過ぎ
てしまう短い時間です。 
 ところが、この中学時代というのは、自分の体を鍛
えたり、文化活動に参加して自分で考える力を養うと
ても大切な時期でもあります。 
 授業、部活動、地域の活動を通して、我慢すること、
仲間を大切にすること、集中力を身に付けることなど、
様々に身に付けることがあります。 
 このことは、社会に出てから必ず皆さんの財産にな
ることですので、ぜひ、活動的な中学生活を送ってく
ださい。 
 また、この中学時代
に何か一つ打ち込める
ものを見つけて頂けれ
ばと思います。 
 これからの三年間楽
しく過ごされます様お
祈りして、お祝いの挨
拶と致します。 
 

お祝いの言葉（生徒会長 三上 華穂） 
新入生の皆さん、ご

入学おめでとうござ
います。私たち在校生
一同、皆さんのご入学
を心から歓迎してい
ます。 
皆さんは今、どんな

気持ちでしょうか。慣
れない制服を着て、これからの学校生活に期待を抱い
ている人もいれば、不安を感じている人もいるのでは
ないでしょうか。私も二年前、同じ気持ちでした。私
はどちらかというと不安の方が大きく、「先輩、怖そ
う。」「勉強についていけるか。」 など、様々な不安
を抱え、その場所に座っていました。でも、頼りにな
る先生方や先輩方のおかげで、そんな不安はすぐに吹
き飛びました。先輩方とは、委員会活動や部活動で関
わっていくうちに、すぐに優しく、おもしろい、フレ
ンドリーな先輩方が多いことがわかり、私は先輩方が
大好きになりました。そして、目標になりました。で
すから、私たちも皆さんにフレンドリーに話しかけた
りするので、委員会活動や部活動などで、困ったこと
やわからないことがあったら、なんでも私たちに聞い
てください。 
勉強に関しては、先生方が、とてもわかりやすく教

えてくださるので安心してください。先生方のお話を

しっかりと聞いて、家に帰ってきちんと復習すれば、
学力は身に付きます。確かに小学校と比べると覚える
ことがたくさんあります。そんな私たちのために、覚
えやすいような語呂を考えてくれるような先生や、説
明の合間にちょっとしたダジャレを言って、印象に残
るように工夫してくださる先生もいらっしゃいます。
ですから授業を楽しみにしていてください。 
また、中学校生活は行事がたくさんあります。マラ

ソン記録会やスポーツ大会、写生会や合唱コンクール、
そして中体連や石中祭。自分たちで計画を立てたり、
準備をしたり、大変なこともありますが、振り返って
みると、それが良い思い出になり、良い経験になりま
す。 
中学校生活はとても忙しく、あっという間に時間が

流れていきます。だからこそ、皆さんには充実した三
年間を過ごしてほしいと思います。夢中になれるもの
を見つけて、充実した毎日を送ってください。 
最後に皆さんに覚えておいてほしいことがありま

す。それは、石川中学校の生徒会テーマである
「SMILE～限界の向こう、喜びの叫び～」です。
「SMILE」には、物事を進める上で、最終的には笑
顔でゴールを迎えるという意味を込めています。笑顔
でゴールを迎えられるよう今日から一緒にがんばり
ましょう。これから
一緒にたくさんの思
い出を作りましょう。
皆さんが一日も早く
中学校生活に慣れて、
石中生として活躍で
きるよう在校生一同、
応援しています。 
 

新入生誓いの言葉（新入生代表 相馬 綾那） 
私たち二十名は、

希望を胸に石川中学
校の門をくぐりまし
た。私の中学校での
目標は、三つありま
す。 
一つは、勉強をが

んばることです。各
教科の専門の先生が
いるので、話をよく聞いていろんなことを身に付けた
いです。 
二つ目は部活をがんばることです。私は走ることが

好きなので陸上部に入りたいです。 
三つ目は、生徒会活動です。生徒会に入って生徒会

長になることが夢です。三つの目標を達成できるよう
にがんばります。 
私たち新入生一同は、どんなに大変なことがあって

も、たがいに助け合い協力しながら、楽しい学校生活
になるようにがんばります。たまに、ご迷惑をおかけ
することがあると思いますが、どうか、ご指導をお願

いします。これ
から石川中学校
の一員として、
石川中学校をよ
り良くするため
にがんばります。 
これからよろ

しくお願いしま
す。 
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学校支援ボランティアの皆さん、 
お世話になりました 

 

先月の卒業式に引き続き、今回の入学式でも
学校支援ボランティアの皆さんにお世話にな
りました。 
 駐車場で車の誘導をしていただいた工藤さ
んと佐藤さん、保護者受付をして 
いただいた須藤さんと谷川さん、 
入学式の記録写真を撮影してい 
ただいた齋藤さん、本当にあり 
がとうございました。 
 
 
 
 
 

朝のあいさつ運動が４月７日（水）、８日（木）、
９日(金)の３日間にわたって行われました。 
ＰＴＡ生活指導委員、学校運営協議会委員や

地域コーディネーターの方々も加わり、正門前、
歩道橋、御幸橋の３ヶ所で実施しました。「お
はようございます」の元気なあいさつが交わさ
れ、気持ち良い新
学期のスタートと
なりました。 
参加してくださ

った皆さん、どう
もありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 曜 ４月 の主な行事 
10 土   
11 日   

12 月 
平常６（16:00 帰りの学活終了） 
授業開始 
  

13 火 
平常６ 
  

14 水 

平常６ 
１学年朝会 
内科検診１３：３０～ 
ＰＴＡ臨時総務委員会（旧総務委員） 

１８：３０～  

15 木 

平常６ 
２学年朝会 
知能検査（２年のみ） 
耳鼻科検診１４：３０～ 
校舎整備に関する住民説明会 

（石川小学校）１８：３０～ 

16 金 

平常５（15:00 帰りの学活終了） 
３学年朝会 
標準学力検査（２年生のみ） 
生徒会委員会組織会（放課後） 

17 土 
 
  

18 日 
 
  

19 月 
短縮６（15:30 帰りの学活終了） 
企画会議１５：４５～ 
  

20 火 
平常６ 
歯科検診９：００～ 
  

21 水 
短縮４＋授業参観 13:40～14:25 
参観日、ＰＴＡ総会 
  

22 木 
平常５  開校記念日  
職員会議１５：１５～ 
  

23 金 
短縮６ 
部活動組織会１５：４０～ 
  

24 土 
北日本陸上競技選手権大会 
  

25 日 
北日本陸上競技選手権大会 
  

26 月 
平常５ 
教育相談（放課後） 
  

27 火 

平常５ 
自転車交通安全教室（５校時） 
教育相談（放課後） 
  

28 水 
平常５ 
教育相談（放課後） 
  

29 木 昭和の日  

30 金 
平常５ 
眼科検診１４：００～ 
教育相談（放課後）  

 今年度のスタッフです。よろしくお願いします！ 

校 長     木村  傑 
教 頭     山本 正弘 
１学年主任   古川 郁子  
１年１組担任 ★成田 長憲  
２学年主任   後藤 伸也  
２年１組担任  川村 幸恵  
３学年主任   岩﨑 和弘  
３年１組担任  佐藤  真  
３学年副担任 ★丹藤 浩司  
３学年副担任  前田 のどか 
養護助教諭  ★佐藤 典子  
主   事   白戸 亮汰 
技 能 主 事   堀内  聡 
心の教室相談員  五十嵐 朋子 
スクールカウンセラー  松本 敏治 

★ は新任の先生です 

「あいさつ運動」始まる 
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学校の携帯電話について 
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平成 29年 12月に学校の公衆電話が撤去されて以来、これに替わるものとして、生徒には、 
学校の携帯電話を使用させております。この携帯電話は職員室にあり、利用にあたっては以 
下のとおりですのでご留意ください。 
学校の携帯電話番号   ０８０－４３２３－７９９１ 

①あくまでも学校からの連絡用となります。保護者の皆様からの連絡は、学校の固定電話 
９２－３３１０にお願いします。 

②知らない携帯電番号からの着信に出ないようにしている方は、上記の携帯電話番号の登録
をお願いします。 

③生徒が使用する場合は、職員室の職員に用件を伝え、使用を申し出ることになります。 

④携帯電話を利用する場合、料金は必要ありません。 

★必ずウィンカーを出してください 
 校門から入ってきた突き当たりは、登校時に車が混み合いま 
す。（右図参照）徒歩の小中学生にとって大変危険な場所と 
なっています。ウィンカーを出して進行方向を示して下さい。 

 また、歩道橋降り口から学校敷地内は最徐行でお願いします。 
 
★生徒玄関前までの乗り入れはご遠慮ください 
 登校時に、生徒玄関近くまで車を乗り入れて生徒を降車させ 
 る方がときおり見受けられます。この位置まで来ると 10～20 
 メートルほどバックしなければならなくなり、危険度が増します。朝は、左図の降車場所 

で生徒を降ろし、図のように進行して下さ 
るようご協力をお願いします。 
 
★駐車場所に注意してください 
 自転車小屋前に駐車車両があると、通過 
 する車がすれ違いにくくなり、下校する 
 生徒にとっては危険です。下の写真のエ 
リアへの駐車はご遠慮下さい。 

校地内の進行・駐車等について 

ホームページへの掲載について 

「学校通信」や月１回発行される「ＣＳだより」は、弘前市教育委員会で開設している本
校ホームページにも随時掲載いたします。 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/school/isikawatyuugakkou.html 
 生徒の個人名・顔写真をホームページに載せたくない場合は、石川中学校 教頭までお知
らせください。（℡ 92-3310） 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/school/isikawatyuugakkou.html

