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令和４年４月１１日 発行自 主
規 律

弘前市立石川中学校 学校通信実 践
第１号 文責 教頭協 調

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

４月６日（水）令和４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１５
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。

校長式辞（校長 木村 傑）
穏やかな春の陽気につ

つまれ、喜びに湧く出会
いの季節となりました。
このよき日に、令和四年
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・白
戸理行様、石川小学校校長・對馬匠様にご臨席賜り
心より感謝申し上げます。また、保護者の皆様、お
子様のご入学誠におめでとうございます。心より御
祝申し上げます。
さて、十五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、心から歓迎いたします。ただ今、皆さんの元
気な返事を聞きました。喜びや期待に満ちた決意を
感じ、大変嬉しく思いました。
そんな皆さんに、中学校三年間で大切にしてほし

ことを二つお話します。
一つ目は、夢をもち歩み続けるということです。

五年後や十年後、二十年後を想像してみたとき、自
分の可能性を引き出して活用し、発展・向上させ、
心身ともに充実した自分であってほしいと願いま
す。先々に思い描く夢が、主体的に自分の意志で決
定したものであれば、自分を強くもするし叶えるた
めの努力もできます。また、夢に向かう中で、苦し
く投げ出したくなることもあるかも知れませんが、
どんなに長い道のりであっても一歩ずつの積み重ね
こそ最短の近道となります。途中休憩をとったり歩
幅を小さく変えたりなどして調整し、息を整えなが
ら歩み続けてほしいのです。夢は人を動かし、人を
強くし、人をつくります。夢に向かって、決してあ
きらめることなく粘り強く取り組み、遺憾なく力を
発揮し、無限の可能性を開花させてほしいと願って
います。
二つ目は、思いやりの心をもって行動に移すとい

うことです。思いやりとは、互いに共感的な気持ち
で、相手の立場を理解し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 相手の立場を尊重し 丁寧に意見を交換して
どうぞ建設的な話し合いをたくさんしてください。
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。ぜひ、

人に対して思いやりの心をもち、行動に移すことが
できる人であってほしいと願います。一人一人のそ

、 、のような行動は 学級の信頼関係をより一層強くし
安心感と温かみのある学級づくりを可能にしてくれ
ます。
さて、新二・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
級した皆さんにお話を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
ます。見通しをもって文武両道に一層励み、目指す

「 」 。 、生徒像 十五歳の姿 を実現してください さらに
新入生を優しくサポートするなど、模範を示す憧れ
の先輩であってください。
全校生徒の皆さん、中学校は大人になるための準

備期間を過ごす場であり、体と心をつくりあげるた
めに与えられた大切な時間を過ごす場です。生活は
常に順風満帆とは限りませんが、嬉しいこと、楽し
いこと、辛いこと、悔しいこと、これら一つ一つは
皆さんが成長するための大切な経験です。たくさん
のことを経験し、時には厚い壁に阻まれ、一歩下が
、 、 。り 考え そしてそれを乗り越えて人は成長します

皆さんにとって石川中学校はそのための舞台です。
そういう経験をみんなで共有し、誰もが安心して生
活できる温かい石川中学校を、力を合わせてつくっ
ていきましょう。
保護者の皆様、かけがえのないお子様をお預かり

いたします。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ください。学
校と家庭が、いつでも連携して子どもたち一人一人
を見守り、健やかな成長をしっかり支えていきたい
と考えております。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
性の高い学校づくりを行っております。今後、小中
一貫ＣＳ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、ご承知おきのうえ、ご
協力とご支援よろしくお願いいたします。

、 、結びになりますが 生徒五十四名と教職員十五名
計六十九名による令和四年度の教育活動を今日から
始めます。石川中学校生徒・教職員全員が、躍動感
と笑顔あふれる一年となることを願い、本日お集ま
りの皆様のご健康とご多幸を祈念して式辞といたし
ます。
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祝辞（ＰＴＡ会長 白戸 理行）
令和四年度の入学式に

あたりまして、ＰＴＡを
代表し、お祝いの言葉を

。述べさせていただきます
今日、ここに入学式を

迎えられた新入生の皆さ
ん、入学おめでとうござ
います。そして保護者の
皆様にも心よりお祝いを申し上げます。
さて、新入生の皆さんは今日から晴れて、この石

川中学校の一員になりました。今、どんな気持ちで
すか？真新しい制服に身を包み、これから始まる新
たな学校生活に胸を躍らせていたり、まだ着慣れな
い制服と同じようにしっくりこなくて、どこか不安
を感じている人もいるでしょう。
これから始まる中学校生活は、当然のことながら

小学校とは違います。授業の教科によって担任がか
わります。部活動も本格的に始まります。石中祭な
どの行事では、積極的に、そして仲間と協力をしな
がら取り組まなければ成功はできません。何よりも
小学校では児童と呼ばれていましたが、今日からは
生徒となります。子ども扱いではなくなります。
石川中学校には、大きく四つの教育目標が掲げて

あります。進んで学ぶ生徒（自主 、きまりを守る）
生徒（規律 、たくましい生徒（実践 、思いやり） ）
のある生徒（協調 。）
一見すると、比較的、すぐにできそうです。しか

しながら、この四つを継続し続けることは、簡単で
はありません。
皆さん一人一人が、中学校生活を送る過程で、い

ろいろ考え、様々な経験をします。そこからまた考
えて、よりよい結果になるように取り組んだり、実
践にかえていきます。例えば、小さなことでも構い
ません。目標を持つのもいいでしょう。
大事なのは目標が達成できた、できなかったの結

果ではありません。それを達成するために考え、そ
して行動することがとても大事なのです。

、 、 、考えて行動し 体験をして そしてまた考え直し
実践することの繰り返しで、皆さん自身が成長して
いきます。私は、皆さん一人一人が人間的に大きく

、 。成長し 魅力的な人間になることに期待しています
、 、 、今日 参列している三年生 二年生の先輩たちも

同じ緊張や不安を経てきました。今では、少し頼り
がいのある雰囲気さえ出ています。三年生、二年生
の皆さんは、後輩を温かく見守り、色々な面でリー
ドしてください。
保護者の皆様においても、お子様が新たなステー

ジに進むことに不安があることでしょう。勉強や進
路、そして中学生という多感な時期であること。胸
中お察しいたしますが、木村校長先生をはじめ、適
切な対応や指導力のある先生方ですので、私は信頼
し、安心して託せると確信しております。先生方、
温かい愛情とお力添えを宜しくお願い申し上げま
す。
ご承知の通り、子どもの育成は、学校教育のみで

済まされるものではありません。家庭環境はもとよ
り、地域の活動と連携して教育が行われていること
も多々あります。

ＰＴＡ活動も地域の皆様と保護者の皆様との連携
で成り立ち、そして、教育の場面が提供されていま
す。
子どもたちの成長する過程において、環境はとて

も大事であり、成長する場面を提供することは、と
ても重要だと考えています。保護者の皆様のご理解
とご協力をいただきながら、子どもたちの成長のた
めにＰＴＡ活動を進めて参りたいと思いますので、
宜しくお願い申し上げます。
結びにあたり、木村校長先生をはじめ、教職員の

皆様、地域の皆様には、成長していく子どもたちを
温かく、時には厳しく、ご指導を賜りますようお願
い申し上げますとともに、保護者の皆様にはＰＴＡ
へのご理解とご協力をお願い申し上げまして、私か
らのお祝いの言葉と致します。本日は、誠におめで
とうございます。

お祝いの言葉（生徒会長 西沢 葵）
（代読：副会長 工藤 恒我）

温かい日差しが校舎を照
らすようになってきまし
た。新入生の皆さん、ご入
学おめでとうございます。
在校生一同、こころから歓
迎します。
皆さんは今、期待と不安

。 、が入り交じった気持ちでいると思います 中学校は
小学校の頃と違うこともたくさんあります。部活動
があり、勉強も難しくなるので、両立するのが最初
は大変かもしれません。ですが、これまで体験した
ことのない楽しい行事や学校生活も待っています。
特に文化祭は、友達、先輩、先生方と一緒に、僕た
ち生徒が主体となって進めます。たくさん大変なこ
ともありますが、それを乗り越えて得る達成感は何
ものにも代えられません。そういう気持ちも一緒に
味わっていきましょう。
また、困ったことがあったら、遠慮なく僕たちに

相談してください。そして、忙しくて大変なときこ
そ、自分の時間を作って、自分を見つめ直してみて
ください。そうやって自分の頭を整理し、休息をと
ることで、またいろいろなことにチャレンジしよう
という気持ちがわいてくるはずです。
小学校の半分の３年間という時間は、皆さんが思

っているよりあっという間です。何か一つ、夢中に
なれるものを見つけて、充実した３年間にしていき
ましょう。僕たちも、これから皆さんと一緒に過ご
していく中学校生活を楽しみにしています。

（ ）新入生誓いの言葉 新入生代表 石田 咲來
暖かな春の訪れととも

に、ぼくたち一年生一同
は石川中学校に入学でき
るこの日を、とても楽し
みにしてきました。
ぼくは、小学校の時か

ら剣道を指導してくださ
っている先生から 「勉強、
一番、剣道二番」と教えていただきました。

、 、中学生になると 勉強は覚えることが多くなって
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より問題も難しくなります。でも、それを理解しな
、 。いと 中学生の勉強にはついていけないと思います

小学生の時は、自分のテストの結果に自信がなかっ
たことがありました。これからは、苦手な教科は特
に勉強をして、自分の成績に自信を持てるようにな
りたいです。
また部活動では、剣道部に入って、もっと練習を

して、もっと強くなって試合で勝ち進んでいけるよ
うに取り組み、文武両道でがんばりたいです。
そして、ぼくたちの中学校での目標は、何ごとに

も挑戦することです。挑戦して失敗したことによっ
て、また何かを学ぶと思うので、中学生になってか
らは、失敗をおそれず、挑戦していきたいです。
今は、世界情勢が不安定な中ではありますが、あ

たり前に生活できていることに感謝し、一年生のみ
んなと、先生方、先ぱい方と共に楽しく中学校生活
をすごしたいです。
先生方、先ぱい方、どうぞこれからよろしくお願

いします。

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、佐

藤さん、保護者受付を
していただいた須藤さ
ん、谷川さん、写真撮
影をしていただいた齋
藤さん、本当にありが
とうございました。

校 長 木村 傑

教 頭 ★前田 達哉（数学）野球部

教務主任 ★山口 清香（国語）音楽部

１学年主任 ★蔦川 俊之（社会）バレー部

１年１組担任 佐藤 真 （数学）野球部

担任 ★松本 華歩（音楽）剣道部サポートルーム

２学年主任 古川 郁子（英語）陸上部

２年１組担任 成田 長憲（保体）剣道部

３学年主任 岩﨑 和弘（理科）陸上部

３年１組担任★田中 直子（美術、家庭）文化部

養護教諭 ★佐藤 春香（２年所属）バレー部

事務主任 ★工藤 優太

技能主事 ★千葉 耕三

心の教育 五十嵐朋子 ★は新任の先生です相談員

松本 敏治 （）は担当教科ですスクールカウンセラー

日 曜 日課 ４月の主な行事

11 月 平常６ あいさつ運動 7:15～
授業開始 ⑥防災訓練Ⅰ

12 火 平常６ あいさつ運動 7:15～
ALT来校

13 水 平常６ 小中三役会（小）
PTA臨時役員会 18:30～

14 木 平常６ ②③知能検査（2年）
耳鼻科検診

15 金 平常５ ①～⑤標準学力検査（2年）
委員会組織会

16 土

17 日

18 月 短縮６ 企画会 15:45～

19 火 平常６ 全国・学力学習状況調査
3年（国、数、理）
ALT来校 自転車安全教室

20 水 変則５ 短縮４
授業参観 13:40～14:25
PTA総会 14:40～15:10
学年・学級懇談 15:20～
各PTA委員会 16:00～
PTA総務委員会 16:30～

21 木 短縮５ 職員会議 14:50～

22 金 短縮５ 開校記念日
部活動組織会 14:40～

23 土 北日本陸上選手権大会

24 日 北日本陸上選手権大会

25 月 平常５

26 火 平常４ 家庭訪問（1・2年）
修学旅行（3年 、ALT来校）

27 水 平常４ 家庭訪問（1・2年）
修学旅行（3年）

28 木 平常４ 家庭訪問（1・2年）
修学旅行（3年）

29 金 昭和の日

30 土
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学校の携帯電話について
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。

校地内の進行・駐車等について

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。

なっています。ウィンカーを出して進行方向を示してくださ

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。

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「小中一貫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。
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）。
ＵＲＬ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/school/isikawatyuugakkou.html

掲揚塔

職員玄関

自転車小屋

新校舎

柔剣道場

降車場所

進
入
禁
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