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Congratulations on your graduation!
「出会いは奇跡」「また会ってみたいと思われる人に‥」

ご家族の皆様，お子様のご卒業おめでとうございます。新型コロナウィルスの感染防止のため異例の
卒業式となりました。義務教育を終える節目に，お子さんの晴れ姿をさぞかし楽しみにしていたことでしょ
う。証書をもらう姿をご覧に入れたかったなと思います。前例のない卒業式ではありましたが，３年生の門
出を祝う気持ちに私たち職員一同変わりはありません。まずは，３年間頑張ってきたお子さんを褒めて下
さい。辛いこと，苦しいこともあったことと思います。それらを乗り越えて本日を迎えたことに誇りをもってもら
えればと思います。

校長室の日めくりカレンダーにこんな言葉があります。「出会いは奇跡。」同じ年に生を受け，岩城の
地でめぐり逢った38名，共に過ごした仲間を生涯大事にしたいものです。進路先は異なれど，これからも
３８名の仲間の存在が心の支えになることでしょう。辛いときは友の顔を思い浮かべてほしいです。友の
笑顔が勇気と希望を与えてくれるはずです。
また，こんな言葉もあります。「また会ってみたいと思われるような人になりなさい。」これから様々な人と

の出会いと別れを繰り返していきます。3年生には優しさ，思
いやりがあります。これから巡り会うであろう多くの人たちを気
遣う優しさをもち続け，誰からでも好かれる人になってほしい
と思っています。

卒業の節目に当たり，お子様の「輝かしい未来」と「生
涯にわたっての健康と幸せ」を職員一同心から祈っていま
す。３年間にわたり本校の教育にご理解・ご協力を賜りまし
たことに衷心より感謝申し上げます。今後も本校の発展を
見守っていただき，変わらぬご支援，ご協力をお願い申し上
げます。

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」
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式 辞

冬将軍が大人しいまま去ってしまい，例年に
なく早い春へのバトンタッチでした。日本海を渡
る風にも柔らかさを感じるようになりました。もうじ
き，校舎に続く坂道の桜がほころびます。

さて，新型コロナウィルスの広がりにより，皆さ
んと職員，生徒会長だけの異例の卒業式とな
ってしまいました。卒業という区切りの気持ちを
抱く一方で，ご家族の皆さん，一，二年生，来
賓のいない式に複雑な気持ちでいることでしょ
う。証書を受け取る姿を，お目にかけたかった
なと思います。出席はできませんでしたが，ご家
族の皆さんはもちろん，在校生，地域の方々
共に皆さんの卒業を祝う気持ちは同じです。

まずは，三十八名の皆さん，卒業おめでとう
ございます。さまざまなことを乗り越えて今日を

迎えた自分を褒めて下さい。いつも柔らかな表
情を浮かべている心優しい皆さんでした。進ん
で挨拶ができる皆さんでした。落ち着いて授業
に臨み，積極的に考えを述べる姿，行事，生
徒会活動，部活動でリードする姿，皆さんには
常に優しさと落ち着きを感じました。この一年，
岩中の「顔」としてリードしてきたことに感謝して
います。

春，都会への憧れを抱く一方で岩城のよさ
を改めて感じた。晴天の下，仲間と共に跳ね，
綱を引き，そして，走った。
夏，勝利をめざし仲間と共に練習に励ん

だ。多くの部が県大会に進み，果敢に相手に
挑んだ。最後の試合が終わった瞬間，様々な
思いがこみ上げ涙が流れてきた。全校でスタン
ドから仲間の一投一打に声援を送った。また，
心一つにホールに音色を響かせ充実感を感じ
た。
秋，Just Smile，仲間と共に行事を作り
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上げる喜び，地域と触れあう喜びを体感した。
「きっと笑顔で」，美しいハーモニーで来校者
を魅了した
そして，冬，進路の実現に向けひたすら勉

強に向かった。
これら，さまざまな見聞，体験，努力，学びが

皆さんの体に血潮となって流れ，今の皆さんを
形作っています。日々の授業で培った力，そ
して，「全校武道」「自問清掃」｢黙想」の三
本柱で培った精神がこれからの人生に生かさ
れ，周りの人の役に立ち，自分自身をも幸せに
するのです。

さて，皆さんにはこれから様々な出会いがあ
ります。価値観や考え方が同じ人もいれば，異
なる人もいます。皆さんには，「考え方や価値
観が違う。」と言う前に相手の考えや意見に
価値を見いだせる能力を身に付けて欲しいと
思います。これからの世界は地球規模で考え
なければならないグローバル化が進展していき
ます。自分，自分が住む地域，自分の国のこ
とだけを考えてはいられない世の中です。この
度の新型コロナウィルスの広がりも，国難，未
曾有の出来事であり，国民みなが真剣に考
え，協力して対応しなければいけない課題で
す。そんなときに必要なのは，自らの考えをも
ち，様々な考え方や価値観をもった人とうまく
関わり，課題を解決していくためにお互いの考
えを伝え合い，よりよい考えや行動を生み出し
ていく力です。相手の立場になって考える，考
え方が異なればお互い歩み寄りどこかで折り
合いをつける，そうした人間らしさ，人間らしい
関係を築くこと，さまざまな人とつながれる力が
大切なように思います。それが，いくらＡＩが進
化しようとも，ＡＩにできないこと，人にしかできな
い強みだと思います。
そこで，必要なのは優しさ，思いやり，寛容

の心です。皆さんには，優しさ，思いやりがありま
す。それは，君たちの宝の一つだと私は思って
います。これから巡り会う数え切れないほど多く
の人たちを気遣う優しさ，思いやりをもち続けて
ほしいです。四月になればまた新たな出会いが
あります。新たな友，先生，そして周りの人と良
い関係を築いてください。

英語で「卒業」を表す語の一つにcommenc
ementという単語があります。この単語には
「開始」「始まり」という意味もあります。卒業
は新たなスタートでもあります。中学校での学
習は終わりますが，四月からまた新たな学習が
始まります。アインシュタインは言います。「学べ
ば学ぶほど自分が何も知らなかったことに気
づく，気づけば気づくほどまた学びたくなる。」よ
り広く，深い専門的な学習が始まります。教科
書だけでなく，人，書物，様々なことから学び

続ける姿勢をもち続けて下さい。それが伝統
ある岩中生として，そして，正にこれから二十
一世紀の中心に生きる者としての生き方です。

最後になりますが，三十八名の皆さん，卒
業にあたりこれまでたくさんの愛情を与えて下さ
ったご家族への感謝の気持ちを忘れないで下
さい。反抗したこともあったことでしょう。それで
も，皆さんのことを常に気にかけ，寄り添ってこ
られたのはご両親はじめ家族の皆さんです。こ
れから立派な家族の一員として，さらには，社
会の中で信頼，尊敬される人，誰かの役に立
てる人になって下さい。家族の方々，そして社
会が皆さんの成長を待っています。

それでは，翼を得て今まさに羽ばたこうとして
いる皆さんに幸多かれと祈り，そして，一生懸
命生きている皆さんに再会できる日を楽しみに
式辞とします。

令和二年三月七日
由利本荘市立岩城中学校

校長 田口 良徳

送 辞

桜の木が芽吹き，春を感じる季節となりまし
た。冬を惜しむかのように寒さが残る中にも，少
しずつ温かい風が吹き始めています。
この佳き日にご卒業される三年生の皆さん，

本当におめでとうございます。在校生一同心よ
りお祝い申し上げます。

私たち在校生にとって三年生の皆さんは，
頼れる存在であり，大きな目標でもありました。
いつも私たちをリードしてくれました。不安でい
っぱいだった一年生の春。まず話しかけてくれ
たのは，一つ上の学年の皆さんでした。皆さん
の温かさがあったからこそ，私たちは中学校と
いう新しい環境にもすぐ慣れることができまし
た。それ以来，私たち在校生にとって，みなさ
んは常に道しるべであり，心強いあこがれの存
在でした。先輩方との思い出を振り返ってみる
と，いつも先頭を走りながら，私たちの背中を優
しく押してくださっていたことに，改めて気づきま
す。

春の岩中大運動会。クラスが一丸となって
どの種目にも全力を尽くし，勝利を目指してい
る姿は，私たちを魅了し，圧倒させられました。
今年こそ追いつこうと頑張っていた私たちでし
たが，３年生との力の差を思い知らされました。

秋の岩中祭。お客様ファーストの精神でア
イディアを練る皆さんの姿勢からたくさんのことを
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学びました。各部門，部門で３年生が仕事に
責任をもち，私たちを導いて下さいました。工夫
を凝らし，形となっていく感動。それは中学校
生活の中で忘れられない大切な思い出となっ
ています。そして，３年生の合唱「きっと笑顔
で」は，一人一人が心から歌うことを楽しみ，
声が厚く重なった合唱に，震えるほど感動した

のを覚えていま
す。

そんな行事
を大成功に納
めることができ
た の は ， 「 跳
躍」のスロー

ガンを掲げた，第三八期生徒会の力です。生
徒一人一人の意見を尊重し，たくさんの温か
い心の通い合い，通称「ウォームハート」を推
奨していくために，新しい企画にチャレンジして
いました。ハロウィン集会，感謝の会などを企
画運営し，学校を明るく，楽しいものにし，私た
ちの笑顔を引き出してくださいました。

部活動においても素晴らしい輝きを放ってい
ました。地道な日々の練習を積み重ねることの
大切さ，感謝することの大切さ，目標を高く掲
げることの大切さ，そして全力を尽くすことの大
切さを，身をもって教えてくださいました。部活
動の集大成でもある，地区総体での野球部
の優勝をはじめ，男子バスケットボール部，バレ
ーボール部が全県大会に出場するという快
挙はそういったものがつながった結果なのだと
思います。その恩恵を被り，私たち後輩も全県
大会という舞台を経験することができました。そ
の経験はとても貴重なものになりました。 大き
な栄光の裏にある泥臭い努力の大切さを身を
もって私たちに示して下さいました。そんな大き
な背中を追って私たちも邁進したいと思いま
す。

これから皆さんが進む道は，平らで歩きやす
い道ばかりではないかもしれません。自分の思
い通りにいかなかったり，挫折を味わうこともあ
るでしょう。しかし，そんなときこそ，岩中での３
年間を思い出してほしいと思います。皆さんの
中学校での３年間は，今後直面する大きな壁
を越えるための大きなエネルギーの源になるは
ずです。３年生の皆さん。皆さんが築きあげて
きた岩城中学校の伝統を私たちが引き継ぐと
ともに，皆さんのように輝かしい歴史の一ペー
ジを作り上げていけるよう，日々懸命に努力し，
岩城中学校を一流の学校にすることを誓いま
す。

最後になりますが，私たちは皆さんの後輩と

してこの中学校で生活できたことを心から誇り
に思います。今まで本当にありがとうございまし
た。

いよいよお別れのときです。皆さんの，ますま
すのご活躍と輝かしい未来を，心からお祈りし，
送辞といたします。

令和二年三月七日
在校生代表
○○ ○

答 辞

記録的な暖冬と言われた冬でしたが，初め
ての試練を前にした私たちにとっては，やはり厳
しいものでした。不安に押しつぶされそうになり
ながらも，教室に入るといつもの笑顔があり，ク
ラスメイトとの何でもない会話に支えられまし
た。自分の道を目指してみんなと一心に打ち
込んだ日々は，私たちに確かな手応えとなって
います。
そして，春の光があふれる，この佳き日に，

私たち三八名は義務教育九カ年の全課程を
修了し，この学舎を巣立つ日を迎えました。
日本中が目に見えない感染症と戦っている

さなかに，少し形が変わってしまったとはいえ，
心のこもった旅立ちの日を，私たちは一生忘
れることはないと思います。

期待と不安を抱きながら迎えた入学式から
三年がたち，今，この場で「卒業生」と呼ばれ
ていることに，月日の早さと幾ばくかの寂しさを
感じております。
私たちの三年間は，自主・創造の精神と，

黙想・自問清掃・全校武道の三本柱とともに
ありました。自分と向き合い，自分は今どのよう
に行動しなければならないかを自問し，自己を
磨くことができた大切な時間でした。
私たちは第三八期生徒会スローガン「挑

躍」を掲げ，一人一人が積極的に挑戦し，高
みを目指していくという思いをもって，日々生活
し，全校一丸となってさまざまな活動に取り組
んでまいりました。
春に行われた運動会は，「驚天動地」のス

ローガンのも
と，どのクラ
スも全力で
走り，飛び，
応援し ，岩
城中学校が
一つになっ
た感動を味
わいました。
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学校祭では恒例の逸品食堂や美術部展
のほか，チャリティーマーケットでは，今年初め
て生徒が手作りのオリジナルグッズを販売しま
した。また，三年生総出演で盛り上げた吹奏
楽演奏，お楽しみコーナーなど地域の方々に
楽しんでもらえるように工夫を凝らしました。全
校合唱「正解」はまさに私たちの問いそのもの
でした。最後のフレーズ「よーい，はじめ」の余
韻，そう，私たちは今スタートラインに立ってい
るのです。
部活動は私にとって大きな財産となりまし

た。剣道初心者の私にとって練習は苦しいも
のでしたが，優しい先輩方に導かれ，後輩に
支えられて三年間やり通すことができました。
剣道の「克己心」という教に生きていく心構え
ができたと思います。野球部が春夏連覇して
四年ぶりに全県大会にコマを進め，私たちも全
校応援できたことは何よりの思い出となっていま
す。男子バスケット部，バレー部の県大会出
場，バドミントン部の東北大会出場，また陸
上，駅伝チームの健闘，そのたびに岩中ワン
チームとなって喜び合いました。岩中の校舎に
は吹奏楽部の音色と共にそれぞれの思いと
汗と涙が染みこんでいます。歯を食いしばり仲
間と全力で駆け抜けた日々は，私たちの支え
となってくれることでしょう。
在校生の皆さん，私たちはさまざまな場面で

皆さんに支えられ助けられてきました。至らない
私たちでしたが，皆さんがいてくれたからこそ，
新しいことにも挑戦することができました。本当
にありがとう。今，私たちから皆さんへバトンをつ
なぎます。皆さんならこの岩城中学校の伝統を
受け継ぎ，さらに発展させることができるはずで
す。しかし仲間と過ごすことのできる時間は限ら
れています。仲間を大切にして，一瞬一瞬を
悔いなく過ごしてください。
いつも私たちを温かく見守り導いてくださった

先生方，そして職員の皆様。時には友達のよ
うに笑い合い，時には厳しく叱ってくださり，私た
ちは少しずつ成長することができました。先生
方のおかげで私たちは安心して学校生活を送
ることができました。先生方の教えを胸に，自分
の道を切り拓いていきます。本当にありがとうご
ざいました。
どんな時も私たちを一番に考え，応援してく

れるお父さん，お母さん。生意気なことを言って
困らせ，たくさん心配をさせてしまいました。家族
という支えがあってこそ，さまざまな経験をし，成
長することができました。本当に感謝していま
す。これからも心配をかけてしまうかもしれませ
んが，よろしくお願いします。
最後に三八期生の皆さん。少し窮屈な教

室で共に過ごした時間は，三年という時間以
上に濃密なものでした。家族よりも長い時間を
共にし，何でも話せた仲間。苦しさを分かち合

い喜びは何倍にもなりました。三年かけて一緒
に成長してきた仲間は，私たちの人生にとって
かけがえのない財産だと思います。一緒に過ご
したあの場所が，時間がもう明日からはないの
だと思うと不思議な気がします。しかし，今日の
卒業は別れではなく，スタートです。共に学ん
だ仲間との思い出が，今，私の心の中にエー
ルを送ってくれています。
私たちは，この岩城中学校から飛び立ち，

自分で決めた道を進むことになります。岩城中
学校で学んだたくさんの教え，思い出を胸に，
自分の思い描く未来に向かって力強く歩んで
いくことをお誓いします。最後になりますが，素
晴らしい出会いをくれた岩城中学校の更なる
発展をお祈りし，答辞といたします。

令和二年三月七日
卒業生代表
○○○○
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人生最後？の給食となったケーキバイキング
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