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２学期スタート！ 
 ８月２４日（月）、２学期
がスタートしました。新型コ
ロナウィルスの影響で約３
週間の短い夏休みでした。 
朝のあいさつ運動では「お

はようございます」の元気な
挨拶が交わされ、清々しい気
持ちで２学期をスタートさせることができました。あ
いさつ運動に参加していただいたＰＴＡ並びに地域
の皆様、ありがとうございました。 
 

２学期始業式より 
 
校長先生のお話（一部抜粋） 
○今日から２学期が始まります。２学期は４ヶ月間と
いう長い学期です。だからこそ、皆さんの学校生活が
一層大事なものとなります。学校生活をより充実させ、
一つ上へ、もう一歩前へと、自分を高め成長させるの
はこの２学期であり、１年間を見通した上で、とても
重要な学期と言えます。 
○人は、何か行動を起こすとき目標を持つことが大事
です。「何かを目指して」という行き先が見えていれ
ば、道が茨であろうが、荒れ地であろうが、前に進ん
でいく手段は見つかるものです。目指すものをなんと
してでも果たしたいと願う意志が原動力となり、さら
に、がむしゃらにひたすらに頑張っている姿に、先生
や家族、友達など周囲が共感し、惜しみない応援や支
援をしてくれることも励みとなって、道は切り拓かれ
ていくものです。皆さんがそれぞれ進むべき道は同じ
である必要はありませんが、目指すべき行き先、つま
り目標は持っておくべきなのです。 
○２学期にある石中祭と合唱祭は、学級が一丸となっ
て、学校全体が調和と規律を保って学習の成果を発表
するという大事な行事です。ただ、各学級の担当者が、
創造力と責任感を発揮して取り組んでいく中で、考え
方や意見の違いから、解決するのに困難な場面に直面
することも出てくると思います。でも、そのような困
難は、自分や学級を一つ上に押し上げ、成長を果たす
のに必要なハードルです。その一つ一つのハードルを
クリアするためのキーワードは、思いやりと協力、折
り合いです。今後、各学年の学級力を見せてほしいと
思っています。 
○１，２年生は中体連新人戦があります。これまでの
練習の成果を、恐れず自信をもって堂々と発揮できる
ことを期待しています。３年生は、自分の進路を決め
る大事なときです。自分と向き合い、それぞれの進路
の自己実現に向け、ひたすら努力を重ね、さらに向上
できることを期待しています。 
○最後に、学校生活を過ごすには、そもそも健康でな
ければなりません。心身の健康を保つことはもちろん
ですが、もし、心身に不調が生じたときは、学校や家
族、友達など、誰かに相談してください。一人で悩ま
ず、誰かに打ち明けることで、気持ちが軽くなったり、
解決に至ったりすることがよくあるものです。心と体
の健康に気をつけて２学期を過ごすことをお願いし
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２学期の目標 １年生代表 小田桐侑希（一部抜粋） 

２学期は、石中祭や合唱祭など、
楽しい行事があります。クラス全
員で協力し合うもの、一人一人が
努力し、お互いを高め称え合うも
の、どの行事にしろ、クラスの団
結力が大切です。１学期中に培っ

てきたものを、思う存分、ぶつけたいと思います。 
２学期の生活で、１年生が大事にすべきこと。一つ

目は、全員の団結です。１学期同様、２学期もクラス
全員の団結を大事にすれば、楽しい中学校生活を送れ
ると思います。二つ目は、話を聞く態度です。中学校
生活に慣れるに従って、話を聞く態度があまり良いと
は言えなくなっています。それを改善していくことで、
もっと良いクラスになると思います。三つ目は、ただ
何となく過ごすのではなく、一番大事なのは、何事も
目標をもって、楽しむことだと思います。一人 一人
改善点を見つけて直し、思いっきり楽しめる充実した
２学期にしたいです。 
２学期の抱負 ２年生代表 加藤菜々笑（一部抜粋） 

私は、２学期を有意義に過ごす
ために、普段の生活リズムを改め、
授業や部活動に集中して取り組め
る環境を作っていきたいと思って
います。 
勉強の面では、１年間の勉強の

後半になるので、毎日の授業を大切にし、苦手な教科
も進んで取り組んでいきたいと思います。学級として
も、より授業に真剣に取り組み、テストに向けて計画
的にやれるようになればいいなと思っています。 
部活動では、各部の部長が決まり、２年生が中心に

なって動いていくことになります。団結力を深めて、
９月にある新人戦に向けて練習していきたいと思い
ます。 
２学期は行事がたくさんあります。特に石中祭は学

級の出し物があり、全員が心をひとつにして話し合い
をし練習を頑張っています。私たちが１年間で成長し
ていることを実感することができるように、去年より
上を目指して２７人全員が夢中になってひとつのこ
とに取り組みたいです。 
私たちは、これからも団結力を深め続け、部活と勉

強どちらも両立させ、２学期を充実して思いっきり楽
しんでいきたいと思います。 
２学期の目標 ３年生代表 三上謙征（一部抜粋） 

私は個人的に頑張りたいこと
があります。それは、自分の決め
たことをやり遂げるということ
です。夏休みの間、「受験生なん
だからもっと頑張らないと！」と
思っていても、なかなか頑張れず、

自分の決めた予定をやり遂げることができませんで
した。自分の欠点を直すことは難しいと思いますが、
少しずつ確実に成長できればいいと思います。 
次に、３年生全体として頑張りたいことがあります。

すべてにおいて頑張らなければならないのですが、大
きく二つ述べたいと思います。 
まず一つ目は、石中祭に向けて全力を注ぐことです。 
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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 



今年度は、コロナウィルスの影響でいろいろな行事が
ことごとく中止になりました。私たち３年生にとって、
この石中祭は、今年度の最初で最後の大イベントのよ
うな気がしています。それに向かって、みんなが協力
し団結していくことが、これからの進路にも役立つと
思います。 
二つ目は、３年生みんなで受験勉強に本気で取り組

むことです。いよいよ３年生みんなで受験に向かって
本気で頑張る時期が来たと思います。３年生の学級目
標は「未来の花を咲かせよう 最高の仲間と共に ～
レッツ エンジョイ 突破～」です。この言葉のとお
りに最高の仲間と一緒に後悔しないように頑張りた
いと思います。 
 
 
８月２４日（日）朝７時から「小・中学校合同ＰＴ

Ａ環境整備」が行なわれました。今年度は、新型コロ
ナウィルスの影響で５月の環境整備が中止となりま
したので、今年度初の開催となりました。中学校では、
６４名の保護者と生徒、そして地域の方々が参加して
くださいました。除草・泥あげ作業、校舎の蜘蛛の巣
払い、そして学校周辺のゴミ拾いを行いました。今回
は、乗用草刈機をお持ち頂き、ソフトボール場の草刈
りも行うことができました。 
休日にもかかわらず早朝からお集まりくださった

保護者の皆さん、地域の皆さん、そして生徒の皆さん、
ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

日 曜 ９月の主な行事 

１ 火 
短縮５ 全校朝会 石中祭学級強化期間 
小中合同引き渡し訓練（防災訓練） 

２ 水 
平常６ 石中祭委員会準備期間 
書道教室（２，３年） PTA総務委員会 18:30～ 

３ 木 短縮６ 企画会 
４ 金 短縮６ 石中祭学級強化期間 全校集会 
５ 土   
６ 日   

７ 月 
短縮６ 中体連週間（～11日） 
書道教室（１年） 生徒会選挙公示 
ＰＴＡ広報委員会 18:30～ 

８ 火 短縮６ 石中祭委員会準備期間 
９ 水 短縮６ 石中祭委員会準備期間 
10 木 短縮４ 秋季中体連壮行式 
11 金 短縮５ 秋季中体連地区大会（水泳） 
12 土 秋季中体連地区大会１日目 
13 日 秋季中体連地区大会２日目 
14 月 短縮３ 秋季中体連予備日 
15 火 中体連振替休日 

16 水 
変則６ 石中祭学級強化期間 
石中祭部門別リハーサル 
学校運営協議会 

17 木 
短縮６ 石中祭委員会準備期間 
石中祭執行部リハーサル 
中南教育事務所長訪問 

18 金 
短縮４ 石中祭会場準備 結団の集い 
石中祭執行部リハーサル 

19 土 石中祭１日目 
20 日 石中祭２日目 
21 月 敬老の日 
22 火 秋分の日 
23 水 中体連振替休日 

24 木 
変則５ 石中祭後片付け・振り返り 
計画訪問 職員会議 15:50～ 

25 金 短縮６ 
26 土 柴田学園高校体験入学 
27 日   

28 月 
平常５ ケータイ安全教室（５校時） 
いじめアンケート 

29 火 平常６ 全校朝会 
30 水 平常６ 
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地区中体連夏季大会の結果 
 
前号で、バレーボール（7/18実施）と水泳（7/19

実施）の結果をお知らせしました。今号では残り
の部活動の結果をお知らせします。 
 
〈野球部の結果〉 
 ７月２５日（土）、はるか夢球場にて１回戦弘
前第一中と対戦し、13対１（５回コールド）で
敗退しました。 
〈陸上部の結果〉 
 ８月１日（土）、弘前運動公園陸上競技場で大
会を行いました。入賞者は次のとおりです。 
・２年女子 100m 須藤千晴（２年） ７位 
・共通 800ｍ   斎藤悠人（３年） ７位 
・３年男子 100m 村上太一（３年） ８位 
・３年女子 100m 石川 葵（３年） ２位 
・３年女子 100m 小田桐さくら子（３年） ５位 
・共通女子４×100mＲ ６位 
   須藤千晴、小田桐さくら子、小田桐凜、石川葵 
〈剣道の結果〉 
 ８月９日（日）、県武道館で大会を行いました。 
入賞については、次のとおりです。 
◎男子団体 第２位 
・男子個人 第１位 澤崎 拓（３年） 
・ 〃     第２位 工藤榛樹（３年） 
・ 〃    第３位 白戸公紳（３年） 
・女子個人 第３位 対馬希愛（３年） 

秋季中体連壮行式について  
 ９月１０日（木）、本校体育館において、14:10～
14:55の時間帯で「壮行式」を行います。 
 今回の壮行式も、７月に行った夏季大会の壮行式
同様に、新型コロナウィルス感染防止対策を講じた
上で、保護者の参観・撮影を許可いたしますので、
以下のご協力をお願いいたします。 
○来校なさる方は、ご家族１名とします。 
○暑い中で申し訳ありませんが、できる限りマスク
の着用をお願いします。 

○体育館入場時は、手・指の消毒をお願いします。 
○隣との間隔を広めに座席を配置していますので、
その座席での撮影をお願いします。 

○保護者は、１３：５５からの入場としますので、
それ以前の来校をご遠慮ください。 

 また、壮行式終了後は、すみやかに退場くださる
ようお願いします。 


