
６日（金）、多数のご来賓と保護者の皆様にご臨
席いただき、平成３０年度岩城中学校入学式を挙
行しました。新入生の初々しい姿から、中学校生
活への期待と意欲を感じることができました。来
賓を代表しまして、ＰＴＡ会長 鈴木 勉 様から、
新入生と保護者の皆様へのお祝いの言葉と励まし
のお言葉を頂きました。岩城中学校は、第３９期
生３６名が入学し、今年度は全校生徒１１６名で
のスタートとなりました。

校 長 式 辞 （抜粋）
…本日、岩城中学校に入学
する第３９期生、３６名の皆さ
ん、入学おめでとうございます。
先ほど、担任の先生から一人
一人指名点呼を受け、爽や
かに返事をしましたね。立派で

した。今日から皆さんは、岩城中学校の一年生です。これで、
岩城中学校の生徒数は１１６
名になりました。
さて、岩城中学校に入学した

今、皆さんはどんな気持ちです
か。不安と期待が入り交じってい
ることでしょう。でも、大丈夫です。
困ったことがあったら何でも相談してください。きっと先輩達が親
切に教えてくれるはずです。皆さんがこれから３年間生活する岩
城中学校のことを少しだけ紹介します。

教育目標は「人間性を磨き
たくましく生きる生徒の育成」
で、校訓が「自主・創造」です。
昭和５７年の創立以来３６年を
経過し、伝統を受け継いで３７
年目となりました。

岩城中学校には四つの特色があります。まずは三本柱で
す。『全校武道・黙想・自問清掃』です。この活動を通して、礼
節を重んじ、自分を見つめ、自己実現を目指します。又、開
校の翌年から行っているノーチャイムです。自ら判断し行動し
ます。岩中体験や説明会で知ってはいると思いますが、いよい
よ君たちが伝統を引き継いでいく時が来ました。
また、スローガンがあります。三つの漢字の力と心を目標にし

て頑張り、５年目となりました。
意：意欲的に学び、主体的に追究する力、主体的な学び。
和：和やかな心で接し、他と関わり合う力、対話的な学び。
氣：氣力（諦めない気持ち）で取り組み、新たな自分を創造
する力、深い学び。「意・和・氣の力と心で チャレンジ！」
ここで、式辞の途中ではありますが、会場の皆さんで岩中の

三本柱の一つである「黙想の時間」を体験してみたいと思い
ます。放送委員長の佐々木健将君おねがいします。
普段は朝と帰りに二分間ずつ行っていますが、ここでは一分

間にします。… 【１分間黙想】…ありがとうございました。

いかがでしたか？岩城中
学校の一日は、この黙想
に始まり、黙想で終わりま
す。皆さんの中学校生活
も黙想で始まりました。３年
間頑張りましょう。
中学校の３年間は、小

学校の６年間の半分ではありますが、それ以上に、もっと短く感
じると思います。これからは時間との戦いで、うまく時間を使わな
いと流されてしまいます。一日一日を大事にし、日々の学習を
大切にしましょう。学校はもちろん、学習の場なのです。
先月、皆さんは、小学校の卒業式の場で堂々と夢や希

望を発表していました。夢や希望、目標に近づくためにも今後
の３年間があるのです。諦めず、気力で果敢にチャレンジしてい
って欲しいと思います。皆さんの活躍を期待しています。

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
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平成３０年４月１０日

４月の行事予定
日 曜 主 な 行 事

10 火 身体測定 学習オリエンテーション
ＰＴＡ役員開票作業

11 水 専門委員会
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

ＰＴＡ役員会・各専門部会
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 剣道着配布 学級討議
26 木 職員会議 部休日
27 金 尿検査１次 代議員会
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）



「歓迎の言葉」 生徒会長 ＊＊＊ ＊＊
花の香りもそよ風に

運ばれ、希望にあふれ
る輝かしい春を、お迎
えのことと思われます。
この佳き日に、岩城中
学校の一員として新た
な一歩を踏み出す新入

生の皆さん、そして保護者の皆様、ご入学おめで
とうございます。皆さんの入学を心より待ち望ん
でおりました。
この岩城中学校には、他校にはない「岩中三本

柱」という伝統があります。私たちはその三本柱
を通して自分自身を磨いています。そのうちの一
つ、「黙想」は、一日の学校生活の始まりと終わり
に行います。全校生徒が目を閉じ、沈黙の中で自
分を無にする大切な時間です。「自問清掃」は、無
言で清掃に取り組み、校舎と自分の心を磨きます。
「全校武道」は、生徒職員全員が剣道着に着替え、
大きな声を出して木刀を振り、自分の精神を鍛え
ます。初めは私たちが手本となってリードしてい
きますので、皆さんも岩中生として精一杯取り組
みましょう。
今年度の生徒会スローガンは、「飛躍」です。そ
こには、一人一人が高みを目指して次のステップ
に向け、飛躍するという意味が込められています。
皆さんも生徒会の一員として、専門委員会などの
活動に積極的に力を注いでほしいと思います。そ
うすることで、３年間の中学校生活はより充実し
たものになるはずです。
岩城中学校では、運動会や岩中祭、球技大会、

全校剣道大会など、たくさんの行事が行われます。
学級の団結力が試される場面もあれば、学年に関
係なく全校が盛り上がる場面もあります。これか
らさらに、いろいろな活動を皆さんと一緒に創り
あげていきたいと思います。
学習面では、数学や美術など、教科の呼び名が

変わるだけでなく内容も少しずつ高度になります。
また、教科ごとに教えてくださる先生が替わり、
担任以外の先生方からもいろいろなことを学ぶこ
とができます。
部活動は、野球部、バレー部、バスケットボー

ル部、剣道部などの運動部と、吹奏楽部、美術部
の文化部があります。今後行われる部活動紹介で、
自分の入りたい部をよく考えてください。中学校
３年間の部活動で学んだことは、将来必ず役立つ
はずです。時には学習と部活動との両立に苦労す
ることがあるかもしれませんが、その苦労の中で
目標を達成したり大きな功績を立てたりしたとき
の喜びは計り知れません。仲間と協力し、先輩方
に教わりながら大きな成長を遂げられると思いま
す。もし、分から
ないことや困った
ことがあったら、
是非、私たち先輩
を頼ってくださ
い。また、親身に
なって相談にのっ
てくださる優しい

先生方もたくさんいらっしゃるので安心してくだ
さい。互いに協力し合い、さらにすばらしい岩城
中学校を築いていきましょう。
最後になりましたが、これから始まる学校生活
で皆さんと共に学び、喜びを分かち合う日々を楽
しみにし、歓迎の言葉といたします。

「誓いの言葉」 １Ａ ＊＊ ＊＊
暖かな春の光に誘われ
て、桜のつぼみもふくら
み始めた今日のよき日、
わたしたち３６名は、新
たな思いを胸に、由利本
荘市立岩城中学校に入学
しました。

本日は、このように盛大な入学式のもと、わた
したち一年生を迎えてくださいまして、本当にあ
りがとうございます。
わたしたちは、今日中学生としての新しいスタ

ートを切りました。校舎、制服、授業、先生。何
もかも新しいことばかりで、期待と同時に少しば
かり不安があります。中学校の学習についていけ
るのだろうか、部活動との両立はできるのだろう
か、生徒会活動はしっかりできるのだろうか。小
学校を卒業してから、そのような不安も抱きなが
ら過ごしてきました。
けれども、今日の日を迎え、そして、校長先生

のお話を聞いて、わたしたちも楽しく、充実した
中学校生活を送っていけるという期待と自信が大
きくふくらみました。
今までの６年間、小学校で学んだことを十分生

かして、勉強に、部活動に、生徒会活動に、一生
懸命取り組んでいきたいと思います。
そのために、わたしは自分の目標をしっかりと

定め、自分で考え、努力を惜しまず、進んで行動
していきたいと思います。
体験入学の際に、岩城中学校には「全校武道」「自
問清掃」「黙想」があることを知りました。この「三
本柱」は、全県にその名を知られる、すばらしい
取り組みだと伺っています。
わたしたちも、これから岩城中学校の生徒とし

て、先輩方の築いてこられた校風を受け継ぎ、守
り続けていきたいと思います。そして、わたした
ち一人一人が自分の力を伸ばし、協力し、高め合
いながら、さらに岩城中学校を発展させていきた
いと思います。
輝かしい伝統に彩られた、岩城中学校のこれか

らの新しい歴史を築いていくことを誓って、代表
の言葉といたします。


