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～ 卒業証書授与式 第64期生113名が巣立つ ～

【 卒業生別れの歌「この地球のどこかで」】

３月７日(金)、元木山にも春の気配が感じら

れていたものの、当日は校舎の周りが美しい白

銀の雪化粧へと変化する中、潟上市教育長 肥田

野耕二 様、潟上市教育委員長職務代行者 鈴木

政亞 様をはじめ多くのご来賓の方々と保護者の

皆様をお迎えして、平成25年度第64回卒業証書

授与式を厳粛かつ整然と執り行いました。卒業

生は心地よい緊張感に包まれ、学級担任の氏名

点呼に対し、義務教育９年間を締めくくるのに

ふさわしい力強く、高らかな返事で応えました。

校長は113名の卒業生に対し、式辞にて「夢や

希望をもち、自分の力で成し遂げようと行動す

ることが何より大切です。本校の卒業生である

という誇りをもち、ふるさと潟上、日本、世界

の人々のために力を発揮し、活躍する人に成長

することを期待しています。」と激励しました。

在校生代表生徒会長の加藤頌大さんは「３年

生の皆さん、先輩たちのこれまでの行動や態度

からは、最上級生としてのプライドと迫力を感

じました。今までありがとうございました。こ

の後、私たち在校生は羽城中の伝統を守ってい

くことを誓います。」と送辞を述べました。

一方、卒業生代表の畠山瑛児さんは「私たち

は旅立ちの日を迎えました。卒業生113名は無事

に卒業の日を迎えられた喜びと、別れの寂しさ

を胸に抱いています。成長した私たちは、数々

の困難を必ず乗り越えられると信じています。

別々の道に進んでも、互いに強い絆でつながっ

ていることを感じながら笑顔で正しく生きてい

きます。羽城中学校で学んだ３年間は、私たち

にとって大きな誇りです。私たちは胸を張って

卒業します。」と力強く答辞を述べました。

最後は、参列者全員大きな拍手で卒業生を見

送り、第64期生との別れを惜しむとともに、新

たな門出を心から祝いました。

【 卒業証書授与 】 【 校長式辞 】

厳しかった冬の寒さは峠を越したものの、季節

は再び冬へ。しかし、日一日と温かさが増し、校

庭の木々の芽も膨らみ、春の訪れが感じられるよ

うな季節となりました。

ただ今、卒業証書を手にした113名の卒業生の皆

さん、卒業おめでとう。厳粛な雰囲気の中で、学

級担任の最後の呼名に応える皆さんの凛とした姿

は大変立派でした。皆さんは、本校に入学して以

来３年間、勉強や部活動、学校行事、生徒会活動

に励み、今日ここに義務教育を修了することがで

きました。今、手にした卒業証書は、卒業を認め

た短い言葉しか書かれていない、たった一枚の紙

切れのように見えますが、決してそれだけではあ

りません。その文字の向こう側には、この３年間

の思い出が、ずっしりとした重さとなっているこ

とを、感じているはずです。

これまでの活躍を思い出してください。苦しい

ときも互いに励まし合い、ここぞという場面です

ばらしい力を発揮し、完全燃焼した夏の総合体育

大会。吹奏楽部や放送部など、文化部においても、

各賞に入賞し、高い評価を得る活躍がありました。

総合的な学習の時間には、小学校の二分の一成人

式に出向いて「潟上市への提言」の発表を行いま

した。文化祭では「祭り」をテーマに、羽城中初

の「モザイクアート」に取り組み、全校生徒の心

を一つにまとめ、大成功を収めました。学年合唱

の「コスモス」もたくさんの人々の心に今も残っ

ています。胸の奥深くから発せられた柔らかい歌

声に私は時を忘れました。こうした、充実した学

校生活がよみがえってくることでしょう。

さて、卒業にあたり、「志を果たす努力」につい

て話をしたいと思います。

潟上市が誕生する前の年、平成16年、千円札の

～ 校長式辞でエールを送る ～
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肖像が野口英世に替わりました。その野口英世の

言葉に「志を得ざれば、再びこの地を踏まず」と

いう言葉があります。

野口英世は、ご存知のように、現在の福島県猪

苗代町の貧しい農家に生まれ、１歳半の時、囲炉

裏（いろり）に落ちて、左手にやけどを負い、左

手が不自由になりました。田畑を耕すことができ

ないため勉強して仕事に就こうと考え、一生懸命

勉学に励みました。経済的に上級学校に行くこと

が難しかったのですが、そんな野口英世の姿を見

ていた当時の学級担任、小林栄先生の薦めと援助

で高等小学校に進学します。さらに、仲間の援助

で会陽病院というところで手術をし、その時に初

めて医学のすばらしさを知り、それがきっかけで

医師になることを決意しました。

19歳になった時、医師免許を取りに行くため村

を離れ、その際に、実家の柱に刻んだのが、この

「志を得ざれば、再びこの地を踏まず」という言

葉です。「医者になるという志を果たさなければ、

この猪苗代の地には戻らない」「医者になるまで頑

張る」という決意の表れです。その後、医師免許

を取得し伝染病研究所に勤め、最後はガーナで黄

熱病になり51歳でその偉大な生涯を閉じました。

野口英世の人生から学んでほしいのは、夢や希

望をもち、「自分の力で成し遂げよう」と行動する

ことです。まず、「こんな人になろう」「こんなこ

とをやりたい」という明確な目標をもってくださ

い。志のない人は、周りから積極的な協力を得る

ことはできません。まだ、これといった目標が見

当たらない人もいるかもしれませんが、これから

本を読んだりたくさんの人と関わったりすること

で見付けられるでしょう。野口英世が手術の体験

から医学を志したように、体験を広げることは、

人生の目標を見付けることにつながるのです。

皆さん、夢や希望をもって生きてください。そ

して、それを実現するよう日々の努力を積み重ね

ていってください。本校の卒業生であるというこ

とを誇りとして、ここ潟上、いや日本や世界の人

々のために力を発揮し、活躍する人間に成長され

ることを期待しています。さわやかな感性をもち、

希望に満ちあふれた皆さんの前途に幸多かれと祈

念し、式辞といたします。卒業おめでとう。

（羽城中学校長 舘岡和人）

時折、名残惜しむかのような雪が舞い、春の

訪れをより一層待ち遠しく思わせるこの日、私

たちは旅立ちの日を迎えました。私たち卒業生

113名は無事に卒業の日を迎えられた喜びと、別

れの寂しさを胸に抱いています。友と笑い合っ

たこと、けんかしたこと。部活動の試合で負け

て悔しくて泣いたこと。日々の学校生活を通じ

て多くの経験を積むことができました。３年生

の皆さん、思い起こしてみましょう。

１年生。真新しく大きな制服に身を包み、校

門をくぐった入学式。目に入る全てのものが大

きく偉大に見えました。私たちは先輩たちの背

中を追いかけて中学校生活を送り始めました。

２年生。先輩と後輩ができ、羽城中学校の中

堅を務めた１年間。部活動では柱としての自覚

が芽生え始め、校内でも生徒会活動といった責

任の重い仕事が次々と先輩からバトンタッチさ

れました。

そして、三年生。４月当初は最高学年として

の自覚や自分の将来への関心がはっきりせず、

周りの先生方を心配させてばかりでした。けれ

ども私たちなりに１年間かけて成長することが

できました。

最後の市郡総合体育大会が迫り、仲間と共に

切磋琢磨し練習に励んだ日々。結果はどうであ

れ、一人一人が苦しい練習を通じて得たものは

何物にも代え難いものでした。また、中学校生

活最後の羽城祭では「祭」というテーマの下、

全校生徒が一つに団結しました。特に合唱コン

クールに向かって、各クラスが一生懸命練習に

取り組んでいた姿が印象的でした。あの歌声は

皆さんの心に強く響き、いつまでも胸に残るこ

とと思います。

このように思い返してみると、私たちは中学

校の３年間、朝登校してから放課後帰るまで本

当に長い時間をこの羽城中学校で過ごしてきま

した。気持ちを共有し、分かち合うことの大切

さ、自分に厳しく、人を尊敬することの難しさ。

この校舎での喜怒哀楽の日々が私たちを成長さ

せてくれました。

さて、在校生の皆さん、私たちに着いて来て

くださって、ありがとう。在校生の皆さんはこ

れから様々な壁にぶつかることがあると思いま

す。しかし、私たちにできたことなのだから、

それは皆さんにも必ずできます。皆さんには私

たち以上のことができる可能性があります。そ

の力を発揮し、今までにない新たな羽城中学校

を作り上げてください。

～ 卒 業 生 代 表 答 辞 ～



羽城中学校の先生方。時には優しく、時には

厳しくご指導してくださいました。私たちが自

分の弱さやずるさに流されそうになった時、目

の前の困難から逃げ出しそうになった時、どん

なときも私たちを見捨てることなく、導いてく

ださいました。まさに人生の師です。本当にお

世話になりました。舘岡校長先生、そして３年

部の先生、私たちは羽城中学校が大好きでした。

共に卒業する３年生の皆さん。私は偶然が重

なり合い、この学校で皆さんに出会えたことに

とても感謝しています。この３年間、一人一人

違う個性の仲間とぶつかり合い、励ましあって

きた日々。それらの全てが、今の私たちにまで

成長させてくれました。３年間、共に過ごして

くれてありがとう。

そして最後に、お父さん、お母さん。３年間、

いつも一番近くで見守り、応援してくれたのは

お父さん、お母さんでした。時にその恩を忘れ

反抗したこともありました。素直になれなくて

ごめんなさい。今思えば、家族がいたからこそ、

私たちは今日まで頑張ってくることができたの

です。どうかこれからも私たちを見守っていて

ください。

この先、私たちには数々の試練が待っている

ことと思います。しかし、この羽城中学校で成

長した私たちは、必ずそれらの困難を乗り越え

られると信じています。別々の道に進んでも、

113名互いに強い絆でつながっていることを感じ

ながら笑顔で正しく生きていきます。羽城中学

校で学んだ三年間は、私たちにとって大きな誇

りです。

「寂しいです。」「悲しいです。」

でも、私たちは胸を張って卒業します。

今まで本当にありがとうございました。

（卒業生代表 畠山 瑛児）

【 卒業生代表答辞 】 【 在校生代表送辞 】

街を覆っていた雪も溶け始め、冬の寒さに耐

えていた木々の芽が、芽吹きの時を迎えようと

しています。この良き日に、羽城中学校を巣立

っていく３年生の皆さん、ご卒業おめでとうご

ざいます。

今、皆さんの胸の中はこの学校で過ごした３

年間の思い出でいっぱいのことと思います。そ

～ 在 校 生 代 表 答 辞 ～

して私たち在校生の胸にも、皆さんと共に過ご

した日々が懐かしく思い出されます。

３年生を表すキーワードは何かと聞かれたら、

私は「仲がいい」「元気がいい」「面白い」、こ

の三つを挙げたいと思います。

私は野球部に所属していますが、練習中、同

学年のチームメートに率直に注意し、意見を交

わし合い、互いに理解し合おうとする姿を何度

も目にしました。互いに信頼し合っているから

できることではないでしょうか。女子バスケッ

トボール部の市郡総体優勝をはじめ、どの部活

動でも、立派な成績を収めることができたのは、

こういう仲の良さがあってこそだと思います。

それは、私のあこがれであり、後輩として見習

いたいことの一つです。

羽城祭では持ち前の面白さを発揮しました。

生徒会企画でプロ顔負けのコントや漫才などを

披露し、私たちを腹の底から笑わせてくれまし

た。あの時の観客の熱気を、私は忘れられませ

ん。

羽城祭と言えば、伝統の合唱コンクール。学

年合唱「コスモス」では、最上級生としてのプ

ライドと迫力を感じました。百人を超える大合

唱が私たちを魅了しました。まっすぐな気持ち、

ひたむきな態度が深い感動を与えてくれました。

こうして思い返してみると、三年生はその大

きな優しさで、１・２年生を見守り励ましてく

れていたのだと気付きました。その先輩方を明

日から見られなくなるのは寂しいと同時に大変

心細くもあります。

しかし、私たちは、不安がってばかりはいら

れません。たくさんの思い出を胸に、仲の良さ、

元気の良さ、面白さを手本に、一致団結して更

に良い学校にしていくことを誓います。

別れのときが近づきました。前期生徒会スロ

ーガン、「New Age オレらの時代」という言葉

の下に結集していた皆さんは、今一人一人が自

分自身の新たな時代を切り拓くため、旅立って

行こうとしています。その皆さんの背中を、私

たちは感謝の心を込めて見送りたいと思います。

３年間、ありがとうございました。そして、

さようなら。

（在校生代表 加藤頌大）

【 友達へ感謝 】 【 保護者へ感謝 】



先月号は、学校評議員による学校関係者評価のうち、「学習指導」に関する

評価を紹介しましたが、今回は「生徒指導」に関する評価結果を紹介します。

《平成25年度あきた型学校評価「生徒指導」について》

重 点 目 標 自分を見つめ、思いやりの心をもち、正しく生きる生徒の育成

・「学校がとても好きだ・好きだ」という項目の合計は、現２年69.8％、３
具体的な目標 年生83.7％である。この現状を踏まえ、２年生は５ポイント上昇(69.8％ Ｐ

→74％）、３年生は３ポイント上昇(83.7％→86％)を目指す。
（昨年度 77％、一昨年度 84％ であった）

・ 不登校生徒の割合を減少させる。（H23年度1.8％、H24年度1.6％）

・生徒の実態把握（学校生活アンケート等、克己ノート、面談）
目標達成のため ・学級、学年及び部活動と連携した指導体制の確立
の方策・取組 ・生徒指導の三機能を生かした授業の展開 Ｄ

・トラブル発生時における全校体制での即時対応
・外部専門機関との連携

・平成25年度県学習状況調査結果
達 成 状 況 「学校がとても好き・好き」の割合が、１年95.5％、２年74％、３年99％

となり、目標を達成することができた。しかし「そう思わない・全くそう
思わない」の割合が、２年生で25.5％→26％となり、課題が残った。

・不登校生徒の割合は、H25:０％、H24:1.6％、H23:1.8％で、現在は良好な
状況である。

・校内生活アンケート・克己ノート・登校指導からの情報提供・観察により Ｃ
生徒一人一人の家庭環境状況を把握し、生徒理解を深めるとともに、即時
対応することができた。

・生徒指導対策委員会の定期開催により、不登校・問題行動生徒の情報、対
応の共有化を迅速に図ることができ、対応に職員によっての差が出ないよ
うにしている。

・支援を要する生徒及びその他の生徒への指導体制を諸機関と連携を図り、
生徒にとってよりよい支援に近づくことができた。

↑ Ａ：具体的な活動がなされ目標を達成できた Ｂ：具体的な活動はなされているが、目標は達成できていない
評価基準

↓ Ｃ：具体的な活動がなされておらず、目標も達成できていない

(評価) ○「学校がとても好き・好き」の割合が目標を達成している。教師
学校関係者評価 が生徒の実態をよく把握し、様々な手立てを講じていることが功
と意見 を奏している。

○不登校生徒の割合は、年々減少し目標を達成している。家庭に問
題があることもあろうが、関係機関とよく連携してきめ細やかな

Ａ 対応をお願いしたい。 Ｃ
○学校生活アンケート等から情報を収集したり、教師の細かい観察

により、生徒一人一人を把握するとともに、家庭環境状況も含め
て生徒理解を深めていることがよい。

○学校が楽しいと思うのは友達同士の人間関係がよいときである。
勉強ができて楽しいと思うのは少数だろう。生徒同士が互いに認
め合い、磨き合える環境を整えてほしい。

・各種アンケート・克己ノートなど日々の触れ合いを大切に生徒一人一人の
自己評価及び 声を聞き逃さず、迅速で丁寧な対応を心掛けます。
学校関係者評 ・不登校生徒への対応は、より早くサインを見付け、長期欠席になる前に対
価に基づいた 策を講じていきます。 Ａ
改善策 ・「正しく生きる」「ダメなことはダメ」この姿勢は崩さず貫きます。

・様々な機会を利用し、保護者とのより一層の信頼関係の構築に努めます。
保護者からの要望・声を待つ受け身の姿勢ではなく、学校側から積極的に
働き掛けます。また、保護者への連絡をできるだけこまめに行います。

～学校評議員による学校評価② ～


