
令和２年度       学校報「八卦台」      教育目標 自らの手で未来を拓く生徒の育成 

 

飛翔、さらなる高みを目指して羽ばたく潟中生 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
             校 長 米 屋 孝 明 
 

 ３月１２日（金）、第６６回卒業証書授与式が挙行さ

れ、１６名が潟西中学校を巣立っていきました。今年度は

新型コロナウイルス感染症対策のため、卒業生、保護者、

教職員、在校生全員の参加による開催となりました。消毒

液の設置、参加者全員のマスク着用や座席の広い間隔の確

保など、感染防止のために細心の注意を払って行いまし

た。 

コロナ禍において歌う際に制約があるため、国歌・校歌 

をＣＤで流して心の中で歌いましたが、卒業生による合唱 

だけはすることとしました。卒業式当日は、保護者、教職

員、在校生が見守る中、一人一人の力強い返事や振る舞い 

など、立派に成長した姿を見ることができ、感動を覚えま 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

した。 
昨年度は、在校生は会場設営も参加もできませんでした

が、今年度は、在校生が会場設営や飾り付け、そして参加
もでき、一生忘れられないものになりました。 

未だコロナの終息が見えない中で、万全の対策を施して
卒業式ができたことは、誠に感慨深いものがあります。 

保護者の皆様、３年間本校の学校教育活動にご理解、ご
協力を賜り、誠にありがとうございました。地域の皆様、
３年生が３年間大変お世話になりました。今後も引き続き
宜しくお願いいたします。 

最後に卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
自分の進む道で、活躍されることを願っています。あなた
には、あなたにしかできないことがあります。前を向いて
堂々と進んで行ってください。前途に幸あれ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立派な巣立ちの卒業式 前途に幸あれ

№１２ 
令和３年３月３１日 
男鹿市立潟西中学校 

送 辞 
冬の厳しい寒さも和らぎ、徐々 

に暖かさが感じられ、いよいよ春 

めいてきました。 

 卒業生の皆さん、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。今、皆 

さんはこの潟西中学校での３年間 

をどのように振り返っているでし 

ょうか。様々なことを体験し、学 

び、たくさんの思い出があることと思います。 

 今年はコロナ禍により、例年とは全く違う学校生活となってし

まいました。しかし、そんなことは関係なく、皆さんは様々なこ

とに全力で取り組んでいました。そしてたくさんの場面で優しく、

力強く、私たちの先頭に立ち、引っ張ってくれました。そんな私

たち後輩のお手本となった皆さんの活躍は、私たちにかけがえの

ないものを残してくれました。 

  青空のもと、みんなで競い合った体育祭。ご家族の方々は残念

ながら参観できませんでしたが、皆さんはしっかり私たちをまと

め、そして盛り上げてくれました。白熱した全員リレーは、今で

も心に残っています。 

 一人一人の力を合わせ、みんなの笑顔であふれた潟中祭。規模

が縮小されてしまいましたが、全校生徒の隠れた才能が光りまし

た。暑い中の練習でも、皆さんがリーダーとなり、全力で練習し

た合唱コンクールを懐かしく思います。 

 自分を磨き、更なる上を目指した部活動。大会に向けて何回も

練習を重ねました。毎日の練習の中で、皆さんから教わったこと

は数えきれません。大会が中止になっても、熱い気持ちを切らす

ことなく、一生懸命に取り組んでいた先輩方の背中は、とても偉

大なものでした。 

 そして、当たり前にあった学校生活。友達とたくさん笑い、泣

き、たくさんの思い出があると思います。皆さんは常に私たちに

優しく接し、わからないことがあっても丁寧に教えてくれました。

私たちも皆さんとの思い出は決して忘れられません。 

 今、こうして振り返ってみると、卒業生の皆さんは私たちの心

の支えであり、目標でもありました。いえ、これからも私たちの

目標です。皆さんの活躍を胸に、これからも新たな歴史が作られ

ていくことでしょう。 

 卒業生の皆さんがいなくなってしまうことを、とても寂しく思

います。しかし、私たち後輩は、先輩方が今まで築いてきた潟西

中学校の伝統を受け継ぎ、よりよい発展を遂げることをここにお

約束します。 

 これから先、たくさんの困難や壁にぶつかると思います。そん

なときはどうか、潟西中学校で過ごした３年間を思い出し、そこ

で得たもの、知識、経験を生かし、どんなことにも負けずにがん

ばってください。 

  卒業生の皆さん、今まで本当にありがとうございました。皆さ

んの更なるご活躍を願って、送辞といたします。 

  いつまでもお元気で。さようなら。 

         令和３年３月１２日   在校生代表  嵯峨 蓮仁 
 

答 辞 

弥生、３月。 
  厳しい寒さが続いた今年の冬も過ぎ、暖かい春の日差しが、 
この八卦台にも柔らかく降り注ぐ頃となりました。 
 ３年前、真新しい制服に身を包み、少し照れながらも大人に 
なれたような気がした入学式。見るもの聞くもの全てが新しく、 
それまでとは違いすぎる環境に慣れるのが大変でした。しかし、 
今となっては、多くのことを学んだこの３年間が、走馬灯のよ 
うによみがえってきます。 
 ２年生、後期からは生徒会執行部や各委員会の中心となり、 
学校をよりよくしようと、みんなでたくさん考え話し合いました。働くことの大切さを学んだ
職場体験。将来の自分の姿に思いをめぐらせました。一緒に行動した仲間の大切さやありがた
さを改めて実感しました。３月、新型コロナウイルスにより、思いもよらなかった休校。初め
ての体験でした。 
 そして迎えた、３年生。数々の行事などが縮小や延期されました。その中でずっと楽しみに
していた修学旅行。地元秋田の魅力を再発見しようと、北から南へと駆け巡りました。私たち
が思っていた以上に、秋田の良さを改めて実感することができました。 
 最後になった、潟中祭や体育祭。規模を縮小した状態での開催となりました。しかし全校生
徒５６名という少ない人数でも、みんなが一体となり、感動と達成感を味わえる素晴らしいも
のとなりました。今でも行事を成功させようとする、一人一人の輝いている姿が忘れられませ
ん。 
 私たち３年生と様々なことを一緒にやってきた在校生の皆さんには、この場を借りて心から
お礼を言いたいです。私たちについてきてくれてありがとう。たくさんの思い出をありがとう。
これからの潟西中学校を、よろしくお願いします。 
 目標に向かって日々練習に打ち込んだ部活動。大会やコンクールでは、自分の限界に挑戦し、
仲間と最高の瞬間を味わうことができました。しかし今年は春季大会や全県大会、コンクール
などが中止となり、残念で悔しい思いをしました。 
 いつも私たちを導いてくださった、校長先生をはじめ先生方。伝えきれないほどの感謝の気
持ちでいっぱいです。時には優しく、時には厳しく、私たちを熱心に指導してくださいました。
本当にありがとうございました。 先生方から学んだことを胸に、これからも「学ぶ」「挑む」
「関わる」ことを大切にして、精進していきます。 
  １５年間支えてくれた家族のみんな。どんなときでも私たちの一番近くで応援し、たくさん
の言葉を注いでくれました。迷惑をかけ心配させてしまったり、口答えしてしまい、けんかを
したりしたことも数え切れないほどありました。しかしどんなときも、言葉では言わずとも温
かく見守ってくれました。どんな言葉で感謝の気持ちを伝えればいいのか、思いが大きく見つ
かりません。ですが、今日こうして卒業を迎えることができたのは、全て支えてくれた家族の
おかげです。私たちは、まだまだこれから先もお世話になりますが、もう少し見守っていてく
ださい。 
  そして、３年間一緒に過ごしてきた仲間たち。たくさんの行事を成功させることができたの
は、全てみんながいたからです。みんながいたから毎日笑って過ごすことができ、どんなに険
しい道も進むことができました。互いに進む道は違うけれど、これからも仲間です。本当に、
ありがとう。 
  名残は尽きませんが、いよいよ、卒業のときがきました。 
  私たち１６名は、潟西中学校で学んだことや、たくさんの思い出を胸に、無限の可能性に向
かって、今、羽ばたきます。 
  最後になりますが、私たちを今まで支えてくださった全ての方々に心から感謝を申し上げ、
答辞といたします。 
                      令和３年３月１２日  卒業生代表  谷  琉久 

 



４月の行事予定
１ 木 開校記念日 職員会議

６ 火 着任式・新任式 前期始業式

７ 水 入学式 13:30（新入生１８名）
８ 木 新入生歓迎会 身体測定 個人写真

９ 金 １年知能検査

13 火 Ⅰ期時間割開始

前期生徒会役員任命式 防災集会
16 金 生徒会各委員会 尿検査

18 日 全市一斉清掃 部活動休止日

19 月 職員会議

20 火 眼科検診（全学年）

21 水 ＰＴＡ・文化体育活動後援会総会

24 土 男鹿潟上南秋中学校春季体育大会(～25日)

26 月 振替休業日

27 火 学校運営協議会

28 水 生徒総会・いじめゼロ集会

30 金 振替休業日

3/19 希望を胸に
次のステージへ！

３月１９日、温かい春の日差しの中、修了式が行われました。最
初に米屋校長から代表（学級委員長）の１年杉本真宇さん、２年佐
藤瀧太郎さんに修了証が授与されました。次に各学年から１年杉本
碧さん、２年加藤優詩さんが、今年度の振り返りと来年度の抱負を
話してくれました。二人とも決意に満ちた堂々とした態度で発表し
ました。米屋校長からは、１年を振り返って各学年の成長した点を
述べ、その中で「大事なのは目標を達成するために、何ができたか
できなかったか、もし、できなかったとしたら、その原因を整理し

次につなげる努力をすることです。」とい
うお話がありました。生徒たちは、まっす
ぐな眼差しで一つ一つの言葉の意味を噛み
しめながら、自分の糧となるように真剣に
話を聴いていました。その姿からは、１年
間の成長とともに次年度に向けた強い意
志が感じられました。

修了式

このたびの定期人事異動等により、３名の職員が潟西中学校を転出することとなり

ましたので、お知らせいたします。今後の新天地でのご活躍を祈念しております。職員転出のお知らせ
戸部 一行 先生

我が町「若美」の中
学校で６年の長きに渡
って勤務することがで
き、大変光栄であり、

幸せでした。地元の皆さんにお力添
えをいただきながら何とかここまで
やってくることができました。及ば
ずながらも何かで皆さんのお役に立
てていればこの上ない喜びです。こ
の素晴らしき潟西中学校の閉校を見
届けられないことが唯一の心残りで
す。大変お世話になりました。あり
がとうございました。

戸部先生は、本校で６年間勤務され、
秋田県教育庁生涯学習課の文化財保護
室にご栄転されます。

長澤 岳大 先生

潟西中学校の皆さんに
出逢い、八卦台にて共に
学び合えたことに大変感
謝しています。今年度は、

授業や行事等で多くの制約があり、こ
れまでの日常の尊さを感じた１年でし
た。まだまだ未熟な私ですが、「コロ
ナ禍でも運動やスポーツを楽しむこと
ができる」「不得意だけど少しずつや
ればできる」と生徒の皆さんに少しで
も伝えることができていたら幸いです。
支えてくださった保護者・地域の皆さ
ん、本当にありがとうございました。

長澤先生は、本校で１年間勤務され、井川
町立井川義務教育学校にご栄転されます。

校長 米屋 孝明 先生

校長として３年間大変お世
話になりました。素直で明る
い生徒たち。学校に協力的な
保護者や地域の方々。生徒の

ために真剣に取り組む教職員。全ての人た
ちのお陰で、生徒一人一人が輝き、家庭・
地域と共に歩む学校経営ができましたこと
に心から感謝申し上げます。「自らの手で
未来を拓く生徒の育成」の学校教育目標の
もと、「学」「挑」「関」の３つの視点か
ら目指す生徒像を掲げ、その具現を図るた
め、走り続けた３年間でした。毎年、生徒
の成長に関われる幸せを感じました。生徒
の未来に幸あれ。
米屋校長先生は、本校で３年間勤務され、

ご退職後、男鹿市立男鹿東中学校で教諭と
して再任用されます。

２年代表 加藤優詩さん ２年学級委員長
＜学年代表の発表から＞

今年度はコロナウイルスの影響で、様々な行事が変更されてしまいま
した。規模を縮小した体育祭や潟中祭、中止になった吹奏楽コンクール、
色々な場所での演奏などです。全てが初めてでとても残念でした。しか
し、不安もありましたが、無事に終えることができました。
二年生で反省すべき点は勉強です。私は苦手なことや嫌なことから

逃げてしまう癖があります。自分のできるところや得意な教科ばかりを
勉強してきたので、テストで差がついてしまいます。しかし、苦手を克服
しないといつまでも今のままだということに気付きました。 今後は苦手
なところを重点的に勉強するということを目標にしたいと思います。
がんばることのできた点は部活動です。先輩たちが引退し、私たちが
部活動の先頭に立ちました。そして、部長となった私は、後輩や二年生
のみんなとコミュニケーションを取りながら、楽しく活動できたと思いま
す。今できることを一生懸命行い、吹奏楽部での一つ一つの演奏を大
切にしていきたいと思います。
これらを踏まえ、私が三年生になってがんばりたいことは、部活動と

勉強の両立です。今後は受験生になり、もっと勉強の時間を増やさな
ければなりません。自分の嫌な部分から目をそらさず、向き合いたいと
思います。部活動でも、部長という役割を果すために、自分のレベルア
ップを目指して練習に励み、そして全体のレベルも上げられるようにが
んばりたいと思っています。三年生になったら、自分をしっかり見つめ、
成長していきたいと思います。

2 年

１年代表 杉本碧さん １年学級委員長
＜学年代表の発表から＞

入学してもう一年たったのかと、あっという間でびっくりしています。
今年特にがんばったことは勉強です。最初の頃の定期テストでは

思ったより点数が低く、このままではいけないと思い、必死になって
勉強しました。その日習ったことの復習や、次習う範囲の予習などを
して、繰り返し家庭学習をやっていくうちに成績や順位が上がってき
ました。家庭学習は大事なんだと改めて知ることができました。
中学校に入って一番心に残っているのは潟中祭です。僕はダンス

やコントをやりました。僕の二人の兄はステージでいろんな芸をして
いてすごく楽しそうで、僕もやってみたいと思っていました。野球部は
毎回行事で何か芸を披露してきているので、僕もこの伝統を受け継
ぎ、ネタを研究しダンスに磨きをかけていきたいと思います。
二年生への抱負は勉強と部活動の両立です。
勉強は５教科すべてを得意科目になれるようにがんばりたいです。

一年の時の２倍、３倍に学習時間を増やしてがんばりたいです。
部活は学校での練習はもちろん、家でも素振りや筋トレなどをして

チームの主力選手として活躍したいです。バッティングや守備など、
試合で力を発揮できるような選手になりたいです。
また、二年生になると職場体験があるので、社会との関わり方につ

いても考えていきたいと思います。職場体験の場で礼儀正しく振る舞
えるよう、日々の生活の中でも気をつけていこうと思います。二年生
からはこれまで以上に進化する杉本碧としてがんばっていきます。

１ 年


