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学校からご家庭・地域の皆様へ
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２学期終業式校長先生のお話(抜粋)
１２月２２日(金）
まだ暑さの残る８月２４日からスタートした２学期も、収穫の秋を 越え
いつも通りの雪を迎えながら今日でゴールとなります。
１２月２７日(水)には、１年３組の皆さんが東京で開かれる全国小中学
校リズムダンス・ふれあいコンクールに出場します。
１２月２６日(火)夕方のＡＴＶ「わっち」で東京から紹介される予定です。
(中略)
これまで東風で紹介してきたように 、学校以外でもクラブやサークル、
各種教室等でたくさんの人がもてる「自分のよさ」を精一杯発揮してくれ
ました。
特に３年生はリーダーとして様々な活動の中心となり自覚と責任をもって活動してくれました。感
謝しています。今日の合唱のように「いつかこの海をこえて」次の空へ大きく羽ばたいていけるよう、
この冬休みは自分自身に勝負をかけてください。
２年生の皆さんも３年生に代わって１年生をリードしてくれました。初めての経験で苦労もあった
と思います。皆さんには、先輩が築いてくれた伝統をこれからもしっかりと受け継ぎ、さらに躍進し
ていく原動力となって欲しいのです。そのためにも「挨拶」「合唱」「話し合い活動」そして「毎日の
授業」をさらに大切にし、より一層の自覚と責任をもって、頼られる、尊敬される先輩となって くだ
さい。今日の合唱を聞いて皆さんには十分できる力があると確信しています。
１年生の皆さん。しだいに、中学生としての自覚を持ち、日常を大切にして過ごすとともに「あた
り前なことをあたり前にできる」たのもしい集団となってきました。来年２月には、小学６年生の授
業体験があり、みなさんには合唱の模範演奏と小学生に教えるという大切な役割があります。先輩に
なるという覚悟をもって堂々とした態度でのぞんでください。今日の合唱は、これからの活躍をさら
に期待できる素晴らしい合唱でした。
今学期も、みなさん一人一人が東中の顔となって頑張ってくれました。そんな中、みなさんも知っ
ているように大変残念な事件がありました。１２月１２日深夜、何者かが校地内に侵入し、生徒玄関
に放火した事件です。いたずらではすまされない、大火災となるところでした。私は、校長として２
年間、東中生をみてきましたが、このような犯罪を犯す生徒は一人もいないと確信しています。
人の命はもちろん、公共の財産を侵す行為も許せない卑劣な行為です。新校舎となって４年目、そ
の間、新校舎で過ごせる感謝の気 持ちを東中生は「黙動による清掃活動」で表してきました。校内の
施設や設備も大切にして生活しています。
だからこそ、今回の事件は残念であると同時に悔しくもあり、みなさんが様々な場面で活躍してい
る中で、その活躍に泥を塗るような行為に怒りも感じます。一刻も早く犯人が検挙されることを願っ
ています。
どうぞ、明日から冬休みとなりますが、これからも一人一人が東中生の顔として、東中生のよさを
ＰＲする大使として、もてるよさを今以上に発揮するとともに、「さすが東中生」と地域の方々に安
心され頼られる人となるよう自覚と責任を持って冬休みを過ごしてください。
そのために、次の３点を特に大切にしてください。
１つ目は『今これをしたらどうなるのかと立ち止まって考える「判断力」』
２つ目は『まずは落ち着き、自分の感情をコントロールする「自制心」』
３つ目は『人権やルールを守る「責任感」』
この３点を、ぜひ心に刻んで、生活してください。
平成２９年もあと１０日ほどで新しい年を迎えます。今年一年を振り返り、「夢や志」を新たにし
て、平成３０年の第一歩を踏み出してください。３学期晴れ晴れとしたさわやかな気持ちで東中生一
人一人がスタートできることを祈念して、２学期終業式の挨拶とします。

１年代表(４組

五十嵐

勇人)発表(抜粋)

僕は 二学 期がん ばっ た ことが 二つ あり ます。 一つ 目は部活 動で す。 秋の中 体連 では選手 とし て出 場する こと ができま した 。
初 めて の大 きな大 会で ，とても 緊張 しま した。 試合 の結果は あま り良 くなか った けど，そ の後 先輩 方の応 援を しっかり でき ま
し た。 来年 は選手 とし ても応援 でも 今年 より良 くで きるよう に日 々の 部活で レベ ルアップ を目 指し て，今 以上 にしっか り練 習
に 取り 組ん でいこ うと 思います 。二 つ目 は，東 中祭 での合唱 です 。日 々の練 習か ら一生懸 命歌 いま した。 学級 が一つに なっ て
歌える ようになるま ですごく時間が かかり大変で した。でも，あきらめ ずに歌い込み，その結果大 賞 を取ること ができました 。
他 にも 壁新 聞製作 や学 年発表 な どみ んな で一つ の物 を作り上 げる 難し さを感 じ， 達成感を 得る こと ができ まし た。しか し， 後
期 副会 長に なった のに ，あまり 副会 長ら しい行 動を すること がで きま せんで した 。三学期 は， 二学 期を振 り返 ってみて でき な
か った こと やどの よう にすれば みん なの 役に立 てる かなど， 一つ 一つ のこと を先 まで考え て行 動で きる よ うに なりたい と思 い
ます。 そして春から の２年生の生活 がよりよいス タートを切れる よう準備して いきたいと思い ます。

２年代表(２組

奈良岡

蓮)発表(抜粋)

僕が 二学期がんば ったことは， 三 つあります。 一つ目は学習で す。２年生に なってから一度 も満足できる 点数をとったこ と
があり ませんでした 。それはもちろ ん自分の努力 不足が原因です 。しかし，さ すがにこれでは まずいと思い ，二学期期末テ ス
トでは 普段よりも集 中してテスト勉 強をしました 。その結果一番 苦手な理科の 点数を上げるこ とができたの で良かったです 。
次は模 擬テストで点 数を下げないよ うに確実にテ スト勉強をした いです。二つ 目は部活動です 。３年生が引 退し，僕たちが ど
れほど 頼りっぱなし であったかを思 い知らされま した。始めのう ちは１年生と もうまく協力で きずに，チー ムの雰囲気も良 く
ありま せんでした。 しかし，２年生 のメンバーが 少しずつ声を出 すようになり ，チームの雰囲 気が改善され てきました。新 人
戦は負 けてしまいま したが，内容は 悪くなかった のでこれからも がんばります 。三つ目は東中 祭です。僕た ち２学年の目標 は
『成長 した姿を見せ る』でした。合 唱コンクール や学年発表では 自分たちの精 一杯の力を出せ たと思います 。三学期は３年 生
を励ま す会や卒業式 があります。ど の行事も成功 できるように， 授業や練習を 大切にします。 三学 期は３年 生への０学期で
す。い よいよ僕たち も受検生になる という自覚を もって授業に取 り組みます。 冬休みは計画的 にワークを進 めたいです。苦 手
教科の 学習やテスト 対策も十分に行 い，三学期に 良いスタートを 切りたいです 。

３年代表(２組

谷野

幸華)発表(抜粋)
１２月冬季休業中の出校日

私の 二学期のめあ ては期限を守っ て提出物を出 すことと一
人勉強 を工夫するこ とでした。始め は面倒だとい う気持ちが

２５日（月）１，２年模擬テスト

３年学習会

優先し て提出できず にいました。で もだんだん受 検が近づく

２６日（火）１，３年学習会

につれ ，学級の中で 自主的に勉強す る人が増えた ことやテス

２７日（水）３年学習会

トで目 標点に届かな かったことが 焦 りの原因とな りました。

２８日（木）御用納め

このま まではいけな い。志望校合格 のためにしっ かり提出物

２９日（金）～ ３１日（日）年末休業

２年模擬テスト

を出そ うと思いまし た。それからの 私は提出物を 忘れずに毎
日出し 続けています 。また，一人勉 強の 提出はし ていました
が単語 練習ばかりで 学級担任から 『 問題をたくさ ん解いたほ

１ 月 の 予 定

うが自 分の実力につ ながる』とアド バイスをいた だき，たく
さんの 問題を解くよ うになりました 。それからは テストの点

１日（月）～１月３日（水）年始休業

数が少 しずつ上がっ てきました。冬 休みも休みだ からといっ

４日（木）御用始め

て生活 のリズムを崩 さず規則正しく 過ごしたいで す。中学校

５日（金）諸費 再振替日

生活最 後の冬休みを 悔いの無いよう に過ごし，志 望校合格を

９日（火）１，２年学習会(午前)

給食費再振替日

１１日（木）～１２日（金）３年学習会(午前)

勝ち取 りたいです。

１５日（月）３学期始業式
ALT 来校～１９日（金）

入賞者

紹介

１６日（火）全校実力テスト(3 年模擬テスト)
１７日（水）避難訓練

◇ 青森市緑と花をテーマとした作品コンクール
標語の部

佳作

３年

佐藤

亜美

◇ 青森市中学生文芸発表会

１９日（金）SC 来校

英語検定

２２日（月）～2４日(水)

３年願書押印

２６日（金）３年生を励ます会

俳句の部

優秀賞

３年

濱野

杏

家庭教育学級閉級式

創作の部

優良賞

１年

亀田

萌笑

２９日（月）給食費・諸費振替日

短歌の部

奨励賞

２年

山本

雅斗

◇ 青森県声楽アンサンブルコンテスト

銅賞

