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学校通信

新入生誓いのことば １年５組 濱谷 悠斗 （文京小卒）

春の暖かな日差しが感じられるこのよき日に、私たち新入生１６６名
は、伝統ある弘前市立第三中学校に入学できることを、とても嬉しく思っ
ています。
先日、新入生説明会に参加した時、三中には小学校にはない、大きな行
事がたくさんあると知って驚きました。一番興味をもったのは、職場体験
学習です。自分の将来に向けて取り組む姿は、さすが中学生だなと思いま
した。生徒会の役員の方々が中心となって、全校生徒でつくりあげる三中
祭も、今からとても楽しみです。説明してくださった先輩方を見て、これ
が中学生か！と、あこがれをもつようになりました。
これから過ごす三年間で、学ぶことがたくさんあると思っています。校
長先生をはじめ、三中の先生方、そして先輩方、未熟な私たちですが、こ
れからご指導よろしくお願いします。また、地域の皆様、そしてお父さ
ん、お母さん、私たちは精一杯中学校で頑張りますので、どうぞ見守って
いてください。

式辞 校長 荒谷一昭

新入生を含めた第三中学校の皆さんに私の好きな福島智（さとし）さん
の言葉を贈ります。
人間は一人ぼっちでは生きていけない。どのような困難な状況にあって
も、可能性がゼロになるということはない。チャレンジし、現状を改革し
ていくと可能性は必ずある。
挑戦とは、一人だけ頑張って一人だけで成果を得ることではなく、常に
有形・無形の他者の手助けとともにあるもの。
挑戦とは、単に無謀な冒険を冒すことではなく、地道な努力と準備があ
って、成功するもの。
挑戦とは、相手を打ち負かして競争に勝つことを意味するのではなく、
その本質は、自分自身に挑戦すること。
挑戦とは、他者の立場を思いやり、他者と協力しながら新しいものを生
み出していく営み。
挑戦とは、ときに孤独なものであるが、一人だけで生きている人間は世
界中どこにも存在しない。周囲の人とつながり、他者とのコミュニケーシ
ョンを常に重視すべきである。

歓迎のことば 生徒会長 工藤 羽流

ようこそ三中へ。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。弘前
市立第三中学校の生徒として、中学校生活が始まります。私たち在校生一
同は心から皆さんを歓迎します。
新しい制服に身を包み、三中の校門をくぐり、今私の目の前で背筋を伸
ばして座っている皆さん。その一人ひとりの表情から、緊張や不安、ある
いは「がんばるぞ」といったいろんな思いが伝わってきます。
中学校は、出会いの場です。自分の将来の夢や目標に関わる、何かに出
会い、誰かに出会う場です。これから起こる一つ一つの出来事を大切に
し、チャレンジし、思い出を作ってください。
中学校の三年間は、思っているよりもあっという間です。どうか、一日一
日を大切に充実した毎日を過ごしてください。そして歴史と伝統あるこの
弘前第三中学校の仲間になったことを誇りに思い、一緒に新しい三中の歴
史を作っていきましょう。

１６６名の新入生のみなさん
ようこそ第三中学校へ！

〔在籍数〕 ４月１日現在

学 年 男 子 女 子 計

１学年 ９１ ７５ １６６

２学年 ９１ ６８ １５９

３学年 ８１ ８３ １６４

合計 ２６３ ２２６ ４８９
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１年間よろしくお願いします！
校 長 荒谷 一昭 教 頭 石田 盛彦 教務主任 蒔苗 直樹

第 １ 学 年 第 ２ 学 年 第 ３ 学 年

主任 佐藤 秀仁 数学 主任 工藤慎太郎 保体 主任 千葉 憲暁 社会

１組 工藤 廉 社会 １組 小田桐未紀 国語 １組 外崎 伸也 数学

２組 豊田美穂子 家庭 ２組 成田 長憲 保体 ２組 鈴木佐紀子 国語

３組 軍司 大介 音楽 ３組 小笠原美和子 英語 ３組 寺山 陽子 英語

４組 小山 裕己 英語 ４組 高森 大樹 数学 ４組 工藤 新悟 保体

５組 齋藤 貢一 国語 副（３・４） 古澤 幹彦 理科 ５組 花塚 順子 国語

副（２） 広島 信 理科 副 (１・２) 須藤まゆみ 理科 副（２） 戸澤 康之 理科

副（１・５） 豊巻加代子 英語 副 (１～４) 小野 精顕 社会 副（４・５） 福士 祐治 技術

副（３） 下山 美咲 数学 特支 片平あやめ 英語 副（１・３） 古川 真矢 美術

副（４） 中村 鴻作 社会 特支 佐々木常広 数学 特支 成田 明美 国語

特支 木村 修 保体 ＡＬＴ ｼﾞｪﾅ・ｽﾀｹﾙ 英語

非常勤講師 鳴海 貴子 英語

生徒指導 吉野 晴久 田中 昭人 心の教室相談員 盛 みどり
技能主事室

濱田てい子 兼平 隆一 特別支援教育支援員 浅原 紫
保 健 室

相福由美子 佐藤ゆかり スクールカウンセラー 外崎 晴菜
事 務 室

販 売 室 小堀 照美 葛西 葉月 初任研指導教員 葛西 裕幸

【警 備 員】 中畑 藤義 山中 康巳 磯上 博司 樽澤 光夫 山中 政雄

【学校評議員】 小岩 一哉 山平久美子 山内 和人 山崎 均 溝江 葉子

４月１９日（火） ３年全国学力学習状況調査
２０日（水） 交通安全教室（６校時）
２１日（木） １年内科検診 生徒会委員会組織会（放課後）
２２日（金） 授業参観（13:45～） 後援会・ＰＴＡ総会 学級懇談
２６日（火） ２年内科検診
２７日（水） 短縮３時間授業・給食なし ＊中教研総会（全教員対象の研修）のため
２８日（木） 眼科検診 部活動組織会（放課後）


