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弥生３月巣立ちの時 消え始めた根雪は、大地の

芽吹きを予感させ、希望の春到来を教えてくれま

す。

いつもと同じ見慣れた校舎が、今日はなぜか懐か

しいものに見える。そんな卒業の日を迎えました。

本日、平成２９年度の卒業証書授与式を行うにあ

たり、 潟上市長藤原一成様、潟上市教育委員会 教

育長職務執行者加藤裕一様をはじめ、ご来賓、保護

者の皆様多数のご臨席を賜りましたことは、卒業生

及び学校にとって大きな喜びでございます。

「花を支える枝、枝を支える幹、幹を支える根、

根は見えない。」と詠んだ詩人がおります。卒業の

花開く喜びの日にあたり、それぞれのお立場で卒業

生を支えて下さいました 多くの皆様に心より感謝

申し上げます。

まず、はじめに保護者の皆様、本日は誠におめで

とうございます。今、皆様の愛情が実を結び、お子

様たちはこのように立派に巣立ちの時を迎えまし

た。喜びの日も悲しみのときも常に寄り添い、励ま

し、共に歩んでこられた皆様の深い愛情に敬意を表

し心からお祝い申し上げます。

さて、卒業生の皆さん、改めてご卒業おめでとう

ございます。皆さんの卒業証書は、３年間よく自分

を律し努力したこと、大人へ一歩近づいたことの証

です。卒業。 この晴れの門出に際し、私は今、「克

己・笑顔・躍進」の羽城三精神に重ね 皆さんの姿

を思い浮かべています。

第一に、皆さんは、克己の精神に満ちた生徒たち

でした。本校の特色ある取組の一つに、チャレンジ

３月８日 卒業生８１名の旅立ちの日

たくさんの感動をありがとう！

式 辞 校長 関谷正人

平成２９年度の羽城中学校を牽引してきた３年生が、たくさんの祝福を受け、とびきりの笑顔で卒

業しました。入場から卒業証書授与、送辞・答辞、合唱、退場まで、厳粛な中にも、中学生らしいは

つらつとした姿が輝く卒業式となり、参加した皆様からは、「感動しました！」との言葉を頂戴しま

した。



ノートがあります。皆さんは、部活動で疲れて帰宅

した日も、見たいテレビがある時も、毎日欠かさず

ノート２ページの家庭学習をやり通しましたね。辛

さを乗り越え、心の葛藤に打ち勝ち、一心不乱に勉

強に励む皆さんの姿は、まさに克己の精神そのもの

でした。そして、その定着した家庭学習習慣は、確

かな学びの基礎となり、皆さんの学力を支えまし

た。 また、学習コーナーで紹介された 皆さんの

チャレンジノートの前には、いつもそれを熱心に見

入る後輩たちの姿がありました。皆さん一人一人の

頑張りは、こうして克己の精神とともに受け継が

れ、本校自慢の取組をより確かなものへと導いてく

れました。良きお手本をありがとう。

次に、皆さんは笑顔の素敵な生徒たちでした。

風薫る５月の校内競技会。クラスの栄誉をかけて

戦い、勝利したときの底抜けに明るい笑顔。惜しく

も敗れたときの、慰め、讃え合う優しい笑顔。

残暑９月の羽城祭。 どのクラスも心一つに、見

事な歌声を響かせた合唱コンクール。納得のいく出

来栄えに見せた会心の笑顔。歌やダンス、多彩なパ

フォーマンスに笑顔の花が咲いたステージ発表。

また、それぞれの係活動では、お客様を温かく迎

え入れるおもてなしの笑顔もありました。

行事ばかりではありません。皆さんの明るい笑顔

と、元気なあいさつから始まるさわやかな朝は、羽

城中学校の名物であり、最大の自慢です。皆さんは

本当に笑顔の似合う素敵な生徒たちでした。そし

て、その笑顔は、学級や学年の枠を超え、全校の絆

を生む原動力でもありました。

素敵な笑顔、優しい絆をありがとう。

そして、三つ目、皆さんは 羽城中学校の躍進を

支えた生徒たちでした。心技颯爽、鍛えし心と技で

春の全県を制した剣道部をはじめ、各運動部、クラ

ブチームでの力の限りの戦いぶりは、本当に見事で

した。また、心一つに美しい音色で、中央地区金賞

に

輝いた吹奏楽部。素敵な作品で校内を飾ってくれた

美術部。さらには、書道や作文、標語などでも数々

の入賞を果たすなど、文化面で残した実績も深く心

に刻まれています。まさに文武両道。皆さんのこれ

らの活躍は、本校の輝かしい歴史の一ページにしっ

かりと刻まれるものです。大いなる躍進、たくさん

の感動を本当にありがとう。

高校進学は、ゴールではなく通過点です。 私は、

皆さんとの面接練習で、「高校３年間をどのように

過ごしたいですか。」と問いかけてみました。皆さ

んは、自分の将来を見据え、資格取得や進学の勉強

に励む決意を。そして、夢実現に向け部活動に打ち

込む決意を力強く語ってくれました。わずか１５年

の人生に達したばかりの君たちが、激動の社会に立

ち向かい、自分の夢を実現しようとする姿に 心か

らのエールを 贈らずにはいられません。

克己・笑顔・躍進 夢に向かって本気に生き続け

る君たちの前途に 幸多かれと祈っています。

いよいよ別れの時が近づいてきました。

明日から、この羽城中学校は、君たちの思い出の

「我が母校」となります。

今年度、中庭を彩った３年生の学年委員会テーマ

を借りて式辞の結びといたします。

「百花斉放」

いつも いつも輝いていた君たち８１名。

無限の可能性を秘めた君たちのさらなる挑戦を

いつまでも いつまでも 応援しています。

さようなら お元気で

平成３０年 ３月８日

潟上市立羽城中学校 校長 関谷 正人

ふと気がつくとグラウンドの雪解けとともに芝生

が見え始め、春の訪れを感じる季節になりました。

３年間過ごしたこの校舎とも今日でお別れです。今

思えば、この三年間はあっという間でした。

入学式、まだ少し大きめの制服に身を包み、羽城

中学校の校門を通ったあの日。これから始まる中学

校生活に胸を躍らせ、夢や希望をもち、勉強や部活

動に臨みました。

２年生になり、自分もついに先輩になるのかと思

うと緊張しました。それでも後輩の手本になるよう

答 辞 卒業生代表 ○○○○

万感の思いを込めて卒業生を見送った学級担任（左から１組○○教諭、２組○○教諭、３組○○教諭）と学年主任の○○教諭



にと努力しました。そして生徒会に入り、先輩方

と努力しました。そして生徒会に入り、先輩方と共

に、これまで受け継がれてきた「笑顔で満ちる学校」

を目標に生徒会活動に励みました。各行事の運営

で、自ら進んで動く先輩の姿に感動し、自分もその

ようになりたいと憧れを感じました。

３年生。はじめの頃はまだ受験生という実感がわ

かず、部活動に打ち込む日々でした。仲間と共に目

標に向かって必死に練習に臨みました。春の県大会

での剣道部の大活躍は私たち他の部活動にも、とて

も刺激になりました。

そして羽城祭、合唱コンクールでは全てのクラス

が日々の練習に励み、本番ではとても美しいハーモ

ニーを奏でました。私は皆と力を合わせて物事を成

し遂げることの素晴らしさを感じることができま

した。またドリームステージでも会場全体が一つに

なり、大いに盛り上がることができました。この感

動は一生忘れることはありません。

しかし、いつも順調に過ごしたわけではありませ

んでした。

勉強や部活でなかなか思い通りに行かず、負けそ

うになったこと

自分の役割の責任の重さに押しつぶされそうに

なったこと

些細なことで友達と気持ちがすれ違い、お互いが

気まずくなったこと

自分の進むべき進路がなかなか定まらずに不安

になったこと

この３年間何度も目の前のことから逃げ出した

いと思うときがありました。

そんなとき、自分のそばにはいつも仲間がいまし

た。時には悩みを打ち明けたり、時には励ましてく

れたり、仲間の存在があったからこそ勇気をもって

進むことができました。そしてどんなときでも支え

合い、それぞれの目標に向かって切磋琢磨してきま

した。

また、先生方の存在も忘れられません。どんなと

きでも相談に乗ってくれ、私たちが頑張れるように

指導して下さいました。私たちは、たくさんの先生

方に支えられて中学校生活を送ることができまし

た。

そして、私たちがここまで成長することができた

のは家族の応援があってこそでした。

いつも私たちを陰でそっと、そしてしっかりと支

えてくれました。時には厳しく叱ってくれたり、時

には優しく励ましてくれたりしました。そんな家族

の応援があったからこそ、私たちはここまで大き

く、強く、たくましく成長することができました。

在校生の皆さん、私たちはこの日をもって羽城中

学校から巣立っていくことになります。楽しかった

思い出も悲しかった思い出も、今、全てが蘇り、こ

の学校に対する想いが次々とこみ上げてきます。私

だけでなく、この場にいる全員がそのように感じて

いると思います。私たちの後を継ぐのは在校生の皆

さんです。羽城中学校に対する想いを大切にし、こ

れからの日々を歩んで下さい。

そしてこの羽城中学校に新たな歴史を創り上げ

てくれることを期待しています。

最後になりますが、私たちは義務教育終了という

大きな人生の節目を迎え、たくさんの方々に見守ら

れながら、この羽城中学校を旅立ちます。この３年

間で学んだことやつくり上げた思い出は

私たちが羽城中学校の生徒でいられたことの証

であり誇りでもあります。このことを胸にしっかり

と秘めながらそれぞれの道を歩むことを誓い、そし

て今までお世話になった先生方、これからの羽城中

学校を支えていく後輩たち、いつも支えてくれた家

族、そして喜怒哀楽を共にした３年生の皆さんに心

から感謝し、答辞といたします。

平成３０年３月８日

卒業生代表 ○○ ○○

て、文化祭を盛り上げたのは三年生です。中学生活

最後の羽城祭を成功させるべく、毎日、放課後遅く

送 辞 在校生代表 ○○○○

厳しい寒さのなかにも、春の訪れが感じられる季

節となりました。本日、晴れて卒業式を迎えられた

３年生の皆さん、ご卒業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。

皆さんが卒業される時がこんなに早く来るとは信

じられないような気持ちです。そして、何とも言い

ようのない寂しさも込み上げてきます。

今、皆さんは、この校舎で過ごした３年間を、ど

のように振り返っているでしょうか。

思い起こせば２年前、羽城中学校に入学した私た

ちを、皆さんは温かい笑顔で迎えてくださいました。

それは中学校という新たな世界での生活に不安と緊

張でいっぱいだった私たちの心に希望と勇気を与え

てくださいました。

皆さんと過ごしてきた思い出のなかで、特に印象

に残っていることがあります。

まず、思い出されるのは９月の羽城祭です。生徒

会のみちる君というキャラクターに加え、今年は潟

上市の偉人石川理紀之助のキャラクターリキ爺が登

場し、今年らしさを付け加えました。

それにもまして、文化祭を盛り上げたのは３年生

です。中学生活最後の羽城祭を成功させるべく、毎

日、放課後遅くまで残り、合唱コンクールに向けた

練習、学級ポスターの作成、委員会ごとの企画や準

備などに夢中になって取り組んでいました。その姿

に、私たち下級生には及びも付かない気持ちの熱さ、



執念とさえ言える熱い思いを感じました。

もう一つは部活動です。私は野球部員ですが、試

合で勝てずに苦汁を飲んだ日々もありました。そん

な時でも、先輩たちは「まだ諦めるな。」と、先頭

を切ってグラウンドへ出て練習をしていました。日

が暮れても自主練習をしていました。

そんな先輩方にとって最後の夏の大会は、惜しく

も準優勝でした。しかし、「優勝」という一つの目

標に向かって、ユニフォームを泥まみれにして戦っ

た姿は私たちの目にしっかり焼き付いています。

他の部活動でも、それぞれに一生懸命な先輩方は

姿も心も輝いていました。技術だけではなく、挨拶

などの礼儀、さらに、何よりも仲間を大切すること

を教えてくださった皆さんに、どれだけ感謝しても

足りません。

そして、皆さんは今、夢や希望を胸に抱き、まさ

に羽ばたこうとしています。もう皆さんの姿を明日

から校内で見ることができなくなってしまうと思

うと、寂しさとともに大きな不安をも覚えます。

しかし、私たち在校生は皆さんが夢へと進んでい

く姿にあこがれ、今後の活躍を全力で応援していき

ます。

そして、私たちは本校の目標である「克己」「笑

顔」「躍進」を目指して、よりよい学校にしていく

ことを誓います。

最後に、卒業生の皆さんのご健闘とさらなるご活

躍を期待して、送辞といたします。

平成３０年３月８日

在校生代表 ○○ ○○

日 曜日 主な行事予定

１ 日 部活動休止日

２ 月 新入生学級発表・物品販売

３ 火 新２、３年生学級発表

４ 水 校内研修会

５ 木 新任式 前期始業式

６ 金 小学校入学式 入学式準備

７ 土 入学式

９ 月 振替休業日（7 日出校分）

10 火 交通安全教室 生徒会入会式

11 水
部活動紹介 身体計測
男鹿潟上南秋教育研究会総会

12 木 全校学力検査

13 金 Ⅰ期時間割開始 ＰＴＡ役員会

15 日 部活動休止日

16 月 1 年部活動正式参加

17 火
３年全国学力・学習状況調査
職員会議

18 水 生徒会委員会

19 木 ＰＴＡ総会・学年学級ＰＴＡ

21 土 男鹿潟上南秋春季大会 1 日目

22 日 男鹿潟上南秋春季大会２日目

23 月 振替休業日（21 日出校分）

24 火 振替休業日（22 日出校分）

25 水 校内研修会

26 木 集金日

29 日 昭和の日 部活動休止日

30 月 振替休日

４月の行事予定

平成２９年度 ＰＴＡ表彰者
本校では、毎年、ＰＴＡ活

動において役員を務めるなど、

功績のあった３年生の保護者

の方々を、ＰＴＡ会長と校長

名で表彰しています。今年度

は右の７名に、卒業式終了後、

感謝状と記念品を贈呈しました。

○ ○○○ 様 Ｈ29:文化部長［3-2 ○］

○○ ○ 様 Ｈ29:広報部長［3-2 ○

○○○○○ 様 Ｈ29:環境部長［3-2○○］

○○ ○○ 様 Ｈ29:３年学年委員長［3-1○○］

○○ ○○ 様 Ｈ28:文化部長［3-1○○］

○○ ○○ 様 Ｈ28:２年学年委員長［3-1○○］

○○○○○ 様 Ｈ27:１年学年委員長［3-1○○］校長室で感謝状を渡しました

文武両道 生徒たちの活躍

☆ 第２４回秋田県ソフト大賞

優秀賞 １年 ○○○○○
「エコスニーカー」

入 賞 １年 ○○○○
「眠気保管庫」

☆ 第２５回畑澤實杯中学生選抜剣道大会

男子の部 第３位

☆ 第１３回かたがみカップ

中学校男子の部 優勝 中学校女子の部 第３位

☆ 東北中学校選抜野球大会

男鹿潟上南秋選抜チームと
して、２年生の○○○○さん、
○○○○さん、○○○○さん
が参加しました。初戦敗退と
なりましたが、たくさんのこ
とを学んだようです。


