
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 

 

 
 

 

 

 

 
 
 ３月 13日(水)、第 72回卒業証書授与式が盛大に行わ
れました。来賓 35 名ご家族の方 54 名、教職員 16名が
見守る中、卒業生が誇りと感動を胸に立派に巣立ってい
きました。以下、校長式辞、ＰＴＡ会長祝辞、在校生送
辞、卒業生答辞を紹介します。 
 
 校長式辞（一部要約）               

 
卒業生の皆さん、卒業おめでと

う。振り返ってみると、修学旅行、
中体連、石中祭、合唱コンクール
などたくさんの思い出と皆さん
の笑顔がよみがえってきます。皆
さんは、発表や表現する事に対し
てものおじせず、堂々としていま
した。１年生の宿泊研修で練習した演劇を石中祭で披露
した時や、合唱コンクールで見せた表現力とチームワー
クは抜群のものがありました。それが結実したのが今年
度の石中祭でのミュージカル「アラジン」ではなかった
でしょうか。まさに画竜天晴（がりょうてんせい）を欠
くことなく、完成度の高い見事なものでした。  
 皆さんの長所は、明るく元気なところ、表現力・発表
力に優れていることはもちろんですが、一人一人の個性
を大事にしながらも、集団としてのまとまりもありまし 
た。まさに、三十五人三十五色で、団結力もある理想の
学級であったと思います。 

 表現する力があるというこ
とは、考える力も備わっている
ということです。あと約七週間
で「平成」という時代が終わり
ますが、次の時代は、変化が今
以上に激しく、グローバル化や
少子化が益々進み、様々な課題

がたくさん生じてくる時代です。そのときに必要な力は、
自分で考え、多様な他者と関わり、様々な課題を解決し
ていくために、お互いの思いや考えを伝え合い、よりよ
い考えや行動を導いていく力です。そのときに必ず正解
があるわけではありません。あるいは、正解がたくさん
ある場合もあり得ます。必要なことは、自分で考え抜く
力、また、仲間と相談したり、協力して共に考えていく
力です。これは、皆さんだけに必要な力ではありません。
我々大人にとっても必要な力だと思います。しかし、皆
さんは我々以上にその考える力の資質もっていると思
います。では、その考える力は、どのようにしたら益々
鍛えることができるのでしょう。それは、「学び続ける
こと」だと思います。 
 アメリカの自動車王と言われた実業家、ヘンリー・フ
ォードは「20 歳だろうが 80 歳だろうが、 学び続ける
者は、みな若い。人生において一番大切なことは、頭を
若く保つことだ」また、「20 世紀最大の物理学者」アル
ベルト・アインシュタインは「学べば学ぶほど、自分が 
何も知らなかった事に気づく、気づけば気づくほど、ま
た学びたくなる。」という言葉を残しています。これか
ら進学しても、その先就職しても、どうか学び続け、考
える力を自ら育て、困難に立ち向かっていってください。
最後に、「学ぶことは生きること、生きることは学ぶこ
と」という言葉を贈りたいと思います。 
地域・保護者の皆様、これからも卒業生をあたたかく

見守ってくださいますよう、よろしくお願い申し上げま
す。また、本校は小学校と共に、小中一貫教育とコミュ 

 
 
 
 
 
 
 

ニティ・スクールの取組を推進し、「地域とともにある
持続可能な学校づくり」という目標に挑戦し、新しい時
代も歩んでいきたいと思います。これからも、益々ご理
解・ご支援のほどよろしくお願いいたします。 
  卒業生の皆さん、皆さんを今まで支援してくださった
地域の皆様、たくさんの愛情を与えてくださったご家族
に対する感謝の気持ちを忘れず、さらに、「石川」とい
うこの故郷（ふるさと）と、35 人の仲間をいつまでも
大切に思い、そして、「記憶」
にとどめ、石川小・中学校で身
に付けた力を思う存分に発揮
してください。 
  皆さんの笑顔と努力の花が
開き、夢や希望が、新しい時代
に咲くことを願っています。 
 

 ＰＴＡ会長祝辞 石川 均 氏（一部要約）     
 
 卒業生並びに保護者の皆様、卒
業おめでとうございます。３年前、
皆さんは、大きな希望と期待を胸
にこの中学校の門をくぐったこと
でしょう。それに負けることなく、
勉強に、部活動に、生徒会活動に、
それぞれが励み、しっかりと結果を残してくれました。 
 石中祭の全員リレーやスター誕生では最上級生とし
ての存在感を示し、さすがだなと思わせてくれました。
皆さんの行動を見てきた後輩の皆さんにとって、しっか
りとした手本となったことでしょう。 
 義務教育を修了し３年前より、ひと回りも、ふた回り
も大きく成長した皆さんは、新しい道への一歩を踏み出
します。高校では、あり余る課題の提出と、部活動の両
立に土日も無いこともあるでしょう。 
 そんな中でも考えて欲しいことがあります。今後、人
工知能が仕事を変えると言われています。でも、いくら
機械が進化しても、人間関係はなくなりません。良好な
人間関係を築いていくことは必要です。毎日いろいろな
人と接する中で、時にはわずらわしく思うこともあるか
も知れません。しかし、私達が生きていく中で人との関
わりが無くてはならないものであれば、少しでも良い関
係を築いていく努力をすることが大切です。会話、そし
て笑顔をしっかりと交わし、たくさんの良い関係をつく
っていってください。 
 

 在校生送辞 代表 工藤 叶愛（一部要約）     
 
先輩方が新しい世界へ羽ばたい

ていくことを、素直に喜び、心か
らお祝いしなければいけないのに、
先輩方との思い出を思い返せば思
い返すほど、さみしさだけが募り
ます。 
石中祭の壁新聞や学級旗、スポ

ーツフェスティバル、合唱コンク
ール。その他にも様々なことで、私たちは何をやっても
先輩方には全く適いませんでした。場を盛り上げる力、
見る人を楽しませる力、感動させる力、私には思いつか
ないようなアイディア……。それらはクラスの強い団結
力から生み出されていました。そんな先輩方の姿を見る
たび、「すごいな、さすがだな。」と憧れる一方で、「少
しでも近づきたい。」という気持ちがだんだんと強くな
りました。だから、みんな最初は真似をして、みんなで
楽しむべき場面では積極的に盛り上げようとしたり、み
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んなで何かを作るときには前よりもっと工夫を凝らし
てみたり、前よりもみんなで声を合わせて歌えるように
練習したり、まだまだ先輩方には適いませんが、私たち
を成長させてくれたのは、先輩方です。 
最も思い出深いのは、部活動です。いつも手を抜かず、

一生懸命走っていた先輩方が目に浮かびます。それから、
時々おかしなことをしてみんなを笑わせてくれたこと
も。泣いている私たちの背中をたたいて「次につなげろ」
となぐさめてくれたことも。私たち後輩のことをきちん
と見て、アドバイスや「がんばれ」と励ましの声をかけ
てくれたことも。大会で悔し涙を流すのも。うれしいと
きの最高の笑顔も。頼もしい背中もたくさん見ました。
私たちはそんな先輩方の姿からたくさんの大事なこと
を学びました。言葉で伝えきれないくらいの感謝の気持
ちでいっぱいです。先輩方との部活動の思い出は宝物で
す。 
先輩方に伝えたいことがあります。先輩方の後輩で良

かった。先輩方から教わったことを胸に刻み、これから
は私たちで学校を引っ張っていきます。先輩方は、これ
から別々の道へ進み、もうあの 35 人の団結を見ること
ができないと思うとさみしいですが、一人一人が強い力
を持っている先輩方は、きっと別々の道でもその力を発
揮されると思います。 
尊敬する先輩方のこれからのご活躍を心からお祈り

しています。今まで本当にありがとうございました。 
 

 卒業生答辞 代表 木村 基（一部要約）      
 
 本日は僕たちのために、この
ような式を挙げていただき、誠
にありがとうございます。石川
中学校で過ごした３年間では、
たくさんのことを学び、たくさ
んの思い出ができました。 
３年前、慣れない制服を着て、

中学校での生活へ大きな期待と
不安を抱きながら入学しました。１年生での宿泊研修で
は、クラス全員で劇をつくり、それを石中祭で発表しま
した。本番まで何度も練習し、本番では大きな拍手をも
らうことができました。委員会や部活動では、何もわか
らなかった僕たちに先輩方が優しく教えてくれて、とて
も心強かったことを覚えています。 
 ２年生では将来について考えることが多くなり、弘前
市内での職場体験学習や盛岡市内での職場見学などを
通して、働くことの大変さや生きがいなど、将来に役立
つたくさんの経験をすることができました。委員会や部
活動では、３年生が引退し、委員長や部長を任せられる
ようになり、いよいよ僕たちが石川中学校を引っ張って
いく立場となりました。 
 ３年生になり、春の修学旅行。行きの新幹線の中から
みんなの楽しそうな笑顔であふれ、自主見学や劇団四季
などいろいろな経験をしながら仲間たちと、たくさんの
思い出をつくることができました。最後の石中祭では、
劇団四季で観た「アラジン」を披露し、ラストはクラス
全員がステージに上がり会場を沸かせ、最後にふさわし
い学年発表にすることができました。スポーツフェステ
ィバルでは、全員リレーで、バトンを一人一人がつない
でいき、最後はゴールしたアンカーの太君の元へみんな
で駆け寄り、喜びを爆発させたことが、とても心に残っ
ています。 

 ３年生のみなさんとは、
今までたくさんの思い出
をつくってきました。一
番思い出に残っているの
は、３年生の時の合唱コ
ンクールです。最後に選
んだ曲「証」。この曲の歌
詞にある、「僕は僕の夢へ
と君は君の夢を」この歌

詞を聴くたびに僕は、中学校生活の終わりやみんなとの

別れを感じていました。合唱コンクールが終わった後、
女子の提案で、みんなでお世話になった笹森先生のため
に、合唱祭で歌った「ＳＴＯＲＹ」をサプライズで歌い
ました。笹森先生へ、僕たちからの精一杯の感謝の気持
ちでした。本当にありがとうございました。 
 在校生のみなさん。これからはみなさんが石川中学校
を引っ張っていきます。新１年生のお手本となるように
生徒会長を中心に頑張ってください。伝統を守りながら
も新しいことにたくさん挑戦して石川中学校をより良
い学校にしてください。 
 今まで一番近くで僕たちのことを支えてくれたお父
さん、お母さん。僕たちのことをどんなときも心配して
くれていたお父さん、お母さん。ここまで育ててくれて
ありがとうございます。これからも心配をかけることが
あるかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。 
 ３年生のみなさん。共に笑い、共に学んできた３年間。
男女関係なく仲が良く、教室にはいつも笑顔があふれ、
つらく大変な時は互いに支え合ってここまできました。
しかし、それぞれの目標に向かう今、みなさんとの別れ
は寂しいですが、これでお別れです。これからも石川中
学校で学んだ「仲間を思いやる心」と「支えてくれるた
くさんの人に感謝する心」を、けっして忘れることなく、
自分たちの目標に向か
って突き進んでいきま
しょう。 
 今日、一緒にゴールし
た僕たち。今、一斉にそ
れぞれの目標に向かっ
てスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 名 学  科 人数 学 校 名 学  科 人数 

弘  前 普  通 １ 

弘前実業 

農業経営 ３ 

弘前中央 普  通 ５ 商  業 ３ 

弘 前 南 普  通 ５ 服飾デザイン ２ 

柏木農業 
生物生産 １ 黒  石 看  護 １ 

生活科学 １ 東奥義塾 普  通 ８ 

弘前工業 

電  気 １ 弘 前 東 普  通 １ 

土  木 ２ 
  

建  築 １ 

今回の卒業式でも、学校応援団の地域ボランティ
アの方々にお世話になりました。受付、駐車場整理、
卒業式の記録写真撮影、ビデオ撮影にご協力いただ
きました。ありがとうございました。 
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