
第１学期終業式と第２学期始業式の実施

昨年度から二期制になり，１学期の終業式を１０
月７日(金 )に，秋季休業を挟んで２学期の始業式を
１０月１３日(木 )に実施しました。
本校では令和元年３月から新型コロナ感染症の流

行により約２年半，体育館に全校生徒が参集しての
儀式や集会等を行うことはできませんでした。
しかし，９月の生徒・家族の新型コロナウイルス

感染者の減少により，今年の第１学期終業式と第２
学期始業式はオンラインによる配信ではなく，全校
生徒が体育館に参集し実施することができました。
生徒は静寂な空気の中，校長先生の話や代表生徒の話にしっかりと耳を傾け
ていました。
以下に各学年代表生徒等の２学期の抱負と校長式辞を掲載します。

２学期の抱負
１年２組 相澤 眞心 さん

いよいよ今日から２学期が始まります。私は１学
期の経験を生かし，今後の学校生活がより充実した
ものになるよう，取り組んでいきたいと思います。 そ
こで，学習・行事・部活動において次のように目
標を立てました。
まず，学習では自主学習をさらに充実させていた

だきたいと思います。２学期は授業の内容が難しく
なっていくと思います。分からない所を明確にし，
その日のうちに復習していきたいと思います。
次に行事についてです。来月の合唱コンクールで

は，よりクラスの団結力を高め，信頼し合える関係
を作ることを目指したいと思います。合唱の練習で
は，よく意見がぶつかることがあります。言葉を選びながら意見を言い合える
信頼関係を作り，ともに支え合いながら最優秀賞を目指したいと思います。
最後に部活動です。中学生になり，初めて経験した部活動。それぞれの部活

動の技術はもちろん，礼儀や上下関係，組織について学ぶことができたと思い
ます。私が所属する吹奏楽部では，１２月に行われるアンサンブルコンテスト
で東北大会に出場することを目標としています。技術を高めるだけでは達成す
ることができないと思います。活動できる環境，仲間を大切にして人間性も高
めていきたいと思います。
私は１学期，学級委員としてクラスをまとめることの大変さ，伝えることの

難しさを感じました。この経験を通して，人前に立つ人の気持ちやそれに応え
る友達の気持ちなど，今まで気付かなかったことに気付くことができました。
この経験を決して無駄にはせず，より良くより楽しいクラス・学年を目指して
いきたいと思います。１年生の皆さん，半年後には後輩が入学し，「先輩」と呼
ばれる立場になります。私は１年生の元気が良く，楽しい雰囲気が大好きです。
その良さを大切にしつつ，挨拶や礼儀，服装や他人への気遣い・思いやりなど
様々な場面で手本となることができるよう，準備をしていきましょう。

《校 是》 ＜誇り＞ ＜希望＞ ＜理想＞

《学校教育目標》 自ら学び， 心豊でたくましく生きる生徒の育成
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２年３組 満田 逞仁 さん
私たち２学年は，凡事徹底を目標に生活してきまし

た。１学期を振り返ると，チャイム前着席はできるよ
うになってきました。しかし，授業の始まりが騒がし
かったり，授業に集中できる時とできない時の割合が
同じぐらいだったりなどの課題もありました。また，
体育祭では学級委員を中心として学年全体が協力して
取り組み，大成功させることができました。
２学期は１学期の反省と経験を生かし，受験に向け

て学習にも力を入れていくことや学校の中心となる自
覚をもって行動することを頑張りたいと思います。
学習面では日々の授業への取り組み方を改善し，家での勉強の意識を高めて

いき，学年全体で学力アップを目指していきたいと思っています。
私たちの学年から生徒会長が出たように，学校の中心となるのは私たち２学

年です。その立場にふさわしくなるために声掛けを行い，良い雰囲気づくりを
していきます。そして２学期に行われる合唱コンクールなどの行事を大成功さ
せて，学年全体がまたひとつ成長できるようにしていきたいと思います。
これらのことを頑張り，２学年全体でレベルを上げていき，自信をもって最

高学年である３学年に進級できるようにして行きたいと思います。

３年２組 武藤 小冬 さん
私たち３年生にとって１学期はとても充実したもの

でした。部活動では最後の中総体に向けて目標を立て，
優勝に向かって練習に取り組み，悔いの残らない試合
をすることができました。体育祭では３年生全員がリ
ーダーとなり，１・２年生と協力して応援グッズを作
り，体育祭を盛り上げることができました。
学習面ではテストで少しでも良い点を取るため，休

み時間もワークに取り組んだり問題を出し合い，放課
後学習会も行いました。２学期は受験生としての意識
を高め，第一志望合格という最後の目標を達成できる
よう声を掛け合いながら勉強に励みたいと思います。
また，中学校最後の学校行事にも今まで以上に取り組みたいと考えます。修

学旅行はコロナ禍のために予定を変更し行動も制限されています。それでも全
員が最高の思い出を残せるような楽しい修学旅行にしたいと思います。そのた
めにも私は実行委員として学年全体のことを一番に考える行動をしていきます。
合唱コンクールは３年ぶりの開催です。私たちにとって最初で最後の合唱コ

ンクールです。クラス全員が団結し，心がひとつとなり最上級生として後輩の
手本となるような素晴らしい合唱ができるよう日々の練習を頑張ります。
中学校生活もあと５ヶ月となりました。３年生全員が笑顔で卒業できるよう，

これからの１日１日をより一層大切にしながら過ごしていきたいと思います。

生徒会長 ２年２組 櫻井 悠夏 さん
秋休みが終わり，今日から新学期が始まります。２

学期はうしおの光学習やキャリアセミナー，修学旅行
など各学年の行事があり，そして全体で行われる合唱
コンクールがあります。コロナ禍のため３年ぶりの開
催となります。不安や緊張，喜び，期待･･合唱コンク
ールには一人一人の思いがあると思います。しかし，
これから各学級で練習を重ねていき，学級をひとつに
まとめていくことが大切だと思います。練習の成果を
出し切れるように，それぞれの学級で全力を尽くして
心に残る合唱コンクールにしましょう。
また，１１月に生徒会引継式があり，執行部や各種委員会，部活動が新体制

になります。私は立会演説会でも話したように，「良い変化のある一中」を目指
します。そのために委員会の取組等を変え，学校全体をより良くできるように
励んでいきます。
学期の変わり目はひとつのきっかけです。何かを始めたり変えたりするチャ

ンスだと思います。次の学年に向けての準備期間である２学期に，より良い変
化を目指して共に頑張っていきましょう。



第２学期 始業式 式辞

校長 高野 薫
２学期がスタートします。１学期の終業式では，大久保先生

からリスタートという話がありましたが，終業式に臨む姿より
一段と立派な姿になっています。整然とした整列，顔を上げて
聴く姿勢，そして全校生徒一体となった返礼，素晴らしいです。
それも，最初に入場した３年生が式に臨む姿勢を後ろ姿で示し，
それを見て感じて行動する１，２年生，素晴らしいです。集会
や式に臨むこの素晴らしい姿を今日ここから一中の伝統として
継続していってください。
さて，２学期の始業式にあたり，大リーグで活躍する大谷選

手の話をしたいと思います。大谷選手の活躍により注目された
のが，大谷選手が高校時代に書いた目標達成シートです。どん
なシートか説明すると，まずはシートの真ん中に「目標」を書きます。次に，
その目標を達成するために必要だと思われることを目標の周りに８つ書きます。
そして，その８つ一つ一つについて，さらに８つの具体的な努力事項を挙げて
いくというものです。そうすると，真ん中に書いた大きな目標を達成するため
に６４の努力事項をクリアしていく，ということになります。
大谷選手は高校１年生の時，シートの中心に目標として「ドラフト１位で８

球団から指名」と書きました。そして，そのために必要と思うこととして，「時
速 160km」や「コントロール」，「変化球」など８つの項目を書いています。さら
に，例えば「時速160km」を達成するためには，「肩周りの強化」，「体幹の強化」，
「体重増加」，「下半身の強化」等８つの努力事項を挙げています。私がこのシ
ートで注目したのは大きな目標の周りに書いた最初の８つの項目に「時速160km」
や「コントロール」等とは異なる，直接野球には関係しないと思われる項目が
２つ挙げられていたことです。それは「運」と「人間性」という言葉です。
「運」と聞くと「幸運をつかむ」などと言うように，見返り目当ての打算的

な行いと受け止められそうですが，決してそうではないようです。それは高校
時代の野球部の監督さんの教えによるものだそうです。どんな教えかというと，
『人生は実力だけで切り開けるものではなく，運に左右されることもある。

しかし，すべて運任せで「今日は運が良かったなぁ」とか「不運だったなぁ」
とかではなく，運をつかむ努力をすることが大切である。「運をつかむ努力」と
は日々良い行いを続けること，するとそれがやがて当たり前になり，その結果，
幸運が転がり込むことが出てくる。つまり，幸運というのは自らをコントロー
ルできる，自律できる人のもとにしか来ない。』という教えだそうです。
大谷選手はこの教えを素直に受け止め，運をつかむ努力として次のことを具

体的に実践しました。それは「ゴミ拾い」，「あいさつ」，「道具を大切にする」，
「本を読む」，「そうじ」など，日常誰でも行うことが出来る８つのことです。
大谷選手は現在もこれらのことを「当たり前のこと」として実践しています。
もう１つは「人間性」です。大谷選手は「人間性」を高めることとして「感

謝」「礼儀」「思いやり」など８つのことを努力事項に挙げています。そして，
これらを自らの指針として今も実践し続けています。そのことが今，大谷選手
が誰からも愛され，監督やチームメートからもサポートされて「異次元」とも
いわれる存在を作り上げているのだと思います。
大谷選手のこのような取組から私が皆さんに伝えたいことは，大谷選手の目

標達成に向けて妥協すること無く，６４もの事項を努力し続ける意志の強さと
実行力です。ただ紙に書いただけじゃなく書いたことを強い意志をもって自分
を律しながら実行し続けていることの素晴らしさです。
それともう１つ伝えたいことは，大谷選手が夢の達成に必要として取り上げ

た「運」や「人間性」を高める取組は，何も大谷選手のように野球選手の夢に
限ったことではなく，皆さんが現在抱いている，あるいはこれから抱くであろ
う夢や目標，どんな夢や目標の実現に向けても必要になる取組であり，そして，
誰でも取り組める努力事項だということです。２学期を迎えるに当たり，目標
や夢を考える際に，大谷選手の取組をぜひ参考にしてみてください。
最後に皆さんにお願いを１つします。大谷選手も当たり前のこととして実践

していることのひとつである，「本を読むこと」をぜひ皆さんも実践してみてく
ださい。そんな難しい本や長い本でなくても構いません。薄い本で良いです。
本との良き出会いは，実に幸運な出会いとなります。何を読んでいいかわから
ないなあという人は，図書室に行くと先生方のおすすめの本があります。どれ
も読みやすい本ばかりです。ぜひ，足を運んでみてください。



１学年 うしおの光学習

今年度も第１学年の生徒たちは「うしおの光学習」
に取り組んでいます。この学習は地域人材を活用し，
課題解決や探究活動に取り組む学習で，本校では20
年以上続いている伝統的な学習活動です。
例年，地域の方々に講師としてお越しいただき専

門とする分野の講義を行っています。今年度は下記
の６講座を開設しました。
講座は既に１０月から始まり，これまでに全５回

中，３回の活動を実施しました。生徒は講師の先生
方の説明を聞き活発に活動に取り組んでいます。
この「うしおの光学習」で学んだ成果は，１２月

１日(木 )に実施する「うしおの光学習発表会」で１
学年の保護者の皆様に披露する予定です。
〈ちぎり絵に挑戦〉 講師 市川弘子 様
〈俳句を楽しもう〉 講師 渡辺誠一郎 様
〈伝統切り絵〉 講師 榊原久康 様
〈箏の音を響かせよう〉講師 小薮弘子 様
〈太極拳で身体づくり〉講師 鈴木洋江・藁科わき 様
〈心を贈る絵手紙〉 講師 遠藤春夫 様

生徒会役員選挙(立会演説会･投票)

生徒会役員選挙における立会演説会と投票を10
月 ３日 (月 )に 実施しました。今回立候補したのは
会長候補が２名，２年生の副会長候補が４名，１
年生の副会長候補が４名となりました。
立会演説会ではそれぞれの候補者は応援弁士か

ら紹介を受けた後に，自分の考える新生徒会の姿
や活動方針を発表し全校生徒に投票を呼び掛けま
した。生徒は次期生徒会のリーダーを選ぶために
真剣に演説を聴いていました。
投票は演説会終了後すぐに各学級で行われ，即日開票の結果，生徒会長と副

会長が次のとおり決まりました。
・新会長 ：２年２組 櫻井 悠夏 さん
・新副会長：２年２組 熊谷 ののか さん，１年１組 早坂 明日翔 さん
新生徒会役員は１１月７日(月 )の生徒会引継ぎ式で委嘱され活動に入ります。

１１月の主な行事予定
２日(水) 合唱コンクール，弁当日 １５日(火) 午前授業
４日(金) 漢字検定，ＱＵテスト １７日(木) スクールカウンセラー来校日
６日(日) 県卓球新人大会 １８日(金) 定期考査(１･２学年)
７日(月) 生徒会引継式 １９日(土)･２３日(祝) バドミントン女子新人大会
８日(火) 進路説明会(３学年) ２１日(月) 各種委員会，中央委員会
９日(水) 租税教室(３学年) ２４日(木) 歯科保健指導(１学年)，スクールカウンセラー来校日

１０日(木) 部活動見学会，スクールカウンセラー来校日 ２５日(金) 立志式(２学年)
１１日(金) 定期考査③(３学年)，部活動中止期間（～１８日） ２６日(土)･２７日(日) 柔道県新人体重別選手権大会，

ＰＴＡ役員選考委員会 県新人剣道大会，県新人バレーボール大会
１２日(土) 県柔道新人大会，市作曲コンクール ２８日(月)～１２月５日(月) 教育相談･三者面談
※週末や夜間に学校に緊急連絡がある場合は，〔080(6042)1321〕に連絡をお願いします。
※カウンセリングの申込みは，第一中学校〔022(362)1321〕に電話し，内線でカウンセリング室につ
なぐようお申し付けください。


