
学校教育目標 『 人間性を磨き たくましく生きる生徒の育成 』「自主 創造」

由利本荘市立岩城中学校
Ｎｏ．６１

平成３０年３月２０日

進級おめでとうございます。

この１年間、教育目標「人間性を磨き、たくまし

く生きる生徒の育成」、校訓「自主 創造」の下、『意

和氣の力と心でチャレンジ』をスローガンとして掲

げ、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）も

推進し、保護者や地域に開かれた学校運営と確かな

学力の向上を目指し、教育活動の充実に努めてまい

りました。各種訪問の方々や地域の方々から高い評

価を得ております。また、各種行事の盛り上がりが

ありました。特に、岩中祭は今年も、例年の観客動

員数を上回る勢いでした。部活動や各種コンクール

等でも、数々の活躍がありました。まさしく文武両

道の活躍がありました。学校後援会費に寄付金に数

多くの寄付金も寄せられました。ありがとうござい

ました。学校・家庭・地域が思い出深い一年になっ

たのではないかと生徒の活躍に感動しております。

来年度も岩中生の健やかな成長のために、伝統の

継承・深化・発展及び質の高い充実した教育活動を

展開し、学校の活性化に努めてまいりたいと思って

います。今後ともご支援・ご協力をよろしくお願い

いたします。

【修了式に行われた集会における生徒の発表】
後期のふり返りとこれからの抱負

１年 石山 ＊＊
私は、この後期に様々な経験をすることができ

ました。その中でも特に２つのことが強く印象に

残っています。

一つ目は、学級委員長になったことです。これ

まで私は、学級のリーダーとなったことがなかっ

たので、最初は不安でしたが、徐々に慣れていき、

クラスのみんなを引っ張っていくことができまし

た。学級討議では、司会を務め、人前で話す大変

さを感じながらも１Ａの皆さんの活発な意見に助

けられ、自分なりに話し合い活動をリードできた

と思います。私たち１年Ａ組は、男子を中心に大

変元気で活発なクラスです。小学校４年生から同

じメンバー、同じ空間で過ごしてきたためか、た

まにはめを外してしまうこともありますが、素直

で前向きに何事にも元気に取り組む男子、責任感

のあるしっかりものの女子で構成された、温かみ

のあるクラスです。私は、こんな学級の委員長と

なり、貴重な経験を積めたことに感謝しています。

代議委員会では、初めてのことばかりで分からな

いこともたくさんありましたが、先輩たちが優し

く教えてくれてありがたかったです。私も４月か

ら先輩になります。新しく入学してくる後輩たち

に今の先輩たちのように優しく接して、信頼され

る先輩になりたいと思います。

二つ目は部活動です。その中でも特に印象に残

っているのは、アンサンブルコンテストです。パ

ーカッションで出るのが決まってとても嬉しかっ

たのを覚えています。アンサンブルコンテストま

での練習でも分からないところがたくさんあり、

とても迷惑をかけてしまいましたが、ここでも先

輩たちが優しく教えてくれて少しずつ上達してい

くことができました。楽譜を覚えることも私自身
不安に感じていましたが、演奏を繰り返すうちに、

楽譜がなくても演奏できるようになりました。ア

ンサンブルコンテストの結果は、銀賞でしたが、

努力すれば、そして諦めなければ自分の納得でき

る演奏ができるようになるんだと学んだように思

います。私は、学級や部活動での経験を通して、

私に関わってくれているすべての人たちの支えが

あって自分は成長できるのだということや、努力

すること、諦めないことを実行できれば、結果に
関わらず自分の納得の出来る充実した経験ができ

ることを学びました。

４月からはいよいよ２年生になります。１年生

で学んだこと、経験したことを先輩として後輩に

伝え、クラスメイトからも、そして先輩たちや後

輩たちからも信頼される人になっていきたいと思

います。

成長させてくれた二つの事
２年 藤本 ＊

２年生での生活も、残りわずかとなりました。

僕はこの一年間、色々な事を経験し、そして学

びました。そのたくさんの経験の中で、自分を

成長させてくれた事が、二つあります。

一つ目は部活動です。日々の練習を、一生懸
命に頑張りました。練習が終わって、家に帰っ

た後も、どうすればもっと強くなれるか、考え

る事もありました。３年生が引退すると、僕が

キャプテンになりました。キャプテンを務める

中で、責任感を身に付ける事が出来ました。僕

たち男子バスケットボール部の目標は、地区大

会を優勝し、県大会を制覇する事です。キャプ

テンとして、そのゴールに導く事が出来るよう

に、より一層努力していきたいです。



二つ目は生徒会活動です。執行部として、学

校をもっとより良いものにしようと考えました。

大変だった事もありますが、自分たちで考えた

行事や企画が、成功した時の喜びや達成感は、

大きな自信につながりました。そして、計画的

に活動する事の大切さを学びました。あと半年、

任期が続きます。他の執行部員と協力して活動

していきたいです。

３年生になると、部活動や生徒会活動だけで

なく、高校合格という大きな目標もあります。

受験生として何をすべきかしっかりと考えて、

自分の目標に向かって、必死に努力したいです。

第２回数学検定
※１次：計算技能、２次：数理技能
【３級合格】○数字は学年
佐藤 ＊②
【４級合格】
堀井 ＊＊② 相田 ＊② 佐々木＊＊②
佐々木＊＊② 松坂 ＊＊②
【５級合格】
三浦 ＊＊① 味形 ＊＊① 吉尾 ＊＊①
渡部 ＊①

第３回漢字検定
【３ 級】○数字は学年

鈴木 ＊＊②

【４ 級】

山崎 ＊＊② 石山 ＊＊① 佐々木 ＊①

三浦 ＊＊① 吉尾 ＊＊① 大友＊＊＊①

金森 ＊＊①

【５ 級】

加藤＊＊＊①

第３回英語検定
【３ 級】○数字は学年

佐藤 ＊＊② 佐藤 ＊②

【４ 級】

堀井 ＊＊② 藤本 ＊② 松本 ＊＊②

今野 ＊＊② 今野 ＊＊② 清野＊＊＊②

山崎 ＊＊② 相田 ＊② 浅野 ＊＊②

金森 ＊＊② 佐々木＊＊② 佐々木＊＊②

松本 ＊＊② 山田 ＊＊②

【５ 級】

今野 ＊＊① 佐々木 ＊① 三浦 ＊＊①

味形 ＊＊① 工藤 ＊①

４月の行事予定
日 曜 主 な 行 事

１ 日 Ⅰ期

２ 月 新年度準備 安全点検日

３ 火 職員会議

４ 水 春季休業（終了）

５ 木 新任式・始業式 Ｐ役選用紙配布(2・3年)
登校指導

６ 金 入学式（午後） Ｐ役選用紙配布(１年)
春の交通安全運動～１５日

７ 土

８ 日

９ 月 諸活動説明会 部活動説明会 集会指導
１年生部活動見学開始 自転車点検

10 火 身体測定 学習オリエンテーション
専門委員会 ＰＴＡ役員開票作業

11 水

12 木 市春季教職員研修会 部休日

13 金 総合学力検査 知能検査（１年生）

14 土

15 日

16 月 学級役員任命式 1年生入部申込〆切日
ＰＴＡ役員会・各部専門部会

17 火 全国学力・学習状況調査

18 水 部活動連絡協議会Ⅰ

19 木 地区春季大会激励会

20 金

21 土 地区春季大会（出校日）

22 日 地区春季大会

23 月 【振替休業日】大会予備日①

24 火 大会予備日② 春季大会報告会

25 水 学級討議 剣道着配布

26 木 代議員会 職員会議 部休日

27 金 尿検査１次

28 土 バドミントン春季県大会～29日

29 日 【昭和の日】

運動会オリエンテーション 専門委員会
30 月 部休日 ＰＴＡ参観日・総会・懇談・

Ｐ歓迎会 Ｃ・Ｓ

５月の行事予定
１ 火 【開校記念日】３７周年

２ 水 【振替休業日】4／30

３ 木 【憲法記念日】 ３校リーグ野球大会

４ 金 【みどりの日】

５ 土 【こどもの日】

６ 日 ３年生出校日

７ 月 安全点検日 ３年生修学旅行（～９日）
地域訪問週間～11日(金)


