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平成31（令和元）年度のスタートにあたり
～「言葉を大切に」そして「夢を抱こう」～
4 月 8 日（月）に入学式を行い，元気な 176 名の新入生を迎え全校生徒 484 名で平成 31 年度
がスタートしました。時間は無限にありますが，この 1 年間という時間は一生に一度きりです。
一日一日を大切にして教職員一丸となり，子どもたちの成長を応援していきます。保護者の皆さ
ま，地域のみなさまご協力ご支援をよろしくお願いします。
さて，今年度の学校教育を進めるキーワードとして，昨年に引き続き「躍進一中 笑顔で登校
感謝で下校」を掲げさせていただきました。子どもたちみんなが笑顔で登校し，今日一日がんば
った充実感と明日の希望を描けるように感謝で下校できる学校，そして地域の学校として，生徒
と職員，学校と家庭・地域が一緒になって考えたり，行動したりして共に成長できる学校づくり
を目指してまいります。生徒が笑顔で生活を送るためには，周りの人との良好な関係を築くこと
が大切だと思います。人とのコミュニケーションの力が必要です。そのためには「言葉」が大切
な道具になります。そこで，始業式の日に生徒に「言葉を大切にしよう」という話をしました。
言葉は人を元気づけたり勇気づけたりすることができます。しかし逆に傷つける時もあります。
よく考えて「言葉を大切に」して，「元気なあいさつ」をはじめ「やさしい言葉」「感謝の言葉」
「思いやりのある言葉」であふれる学校にしていきたいと思います。
5 月 15 日（水）の全校集会で「夢」の話をしました。あるとき「1 歳から 100 歳の夢」という
本を見かけ大好きになり，一中の図書館でも見つけました。全国で 1 歳から 100 歳の人にインタ
ビューして取材した内容が写真とともに載っている本です。例えば 5 歳の子の夢は「ぼくは大き
くなったらおかあさんをかたぐるまして，くものうえをみせてあげる」です。また，90 歳のお
ばあちゃんの夢は「英会話ができるようになること。英語が得意なお嫁さんがきたのをきっかけ
に自分も英語を話してみたくなった。そしたら世界はもっと広がると思う。」でした。両者とも
素晴らしい夢だと思います。また，大リーガー「イチロー選手」の小学校 6 年生のときの
作文「僕の夢」は「ぼくの夢は一流のプロ野球選手になることです。（中略）中学，高校と活
躍してからプロに入団するつもりです。（中略）ドラフトで入団し契約金は１億円以上が目標で
す。（中略）そして，ぼくが一流の選手になったら，お世話になった人に招待状を配って応援し
てもらうのも「夢」のひとつです。」イチロー選手は自分の夢を実現するために～そのためには
～そのためには～と自分のやるべきことにしっかり見通しを立てています。年齢が進むにつれて
「抱く夢」は変わっていくことが多いと思います。しかし夢に向かって決して諦めずに努力し続
け「夢」を実現したイチロー選手はすごいですね。最後にイチロー選手の
言葉を 2 つ紹介します。
「夢は小さなことを積み重ねることによって近づく」
「夢は近づくと目標にかわる」
目の前のできることを，コツコツと取組むことで，いつの日か力がつき夢に近づきそれが目標とな
っていきます。みなさんの可能性は無限大です。この 3 年間で自分自身と向き合いながら「夢を抱
こう」。夢を抱くことで，力がわいて頑張ることができます。
（校長 高 橋 哲 也）

4･5 月の躍進一中
□新入生歓迎集会（4/11）
新入生に対して，一中の学校生活のルールや生徒会専
門委員会の大まかな活動内容，部活動紹介等を行いました。
生徒会の執行部を中心に，随所に笑える場面も取り入れて，
1 年生の立場になった分かりやすい説明を行っていました。
また，2，3 年生が歓迎の合唱「時を超えて」を披露し，
新入生 176 名を迎えた躍進一中の今後の活躍に期待が膨
らむ歓迎集会となりました。
□全国学力・学習状況調査，山形県学力等調査（4/18）
3 年生を対象に，全国学力・学習状況調査が実施され
ました。今回，英語が初めて実施され，「聞き取り・
読み取り・書き取り」の問題と「話すこと」の問題が
出題されました。
同日，2 年生は山形県学力等調査を実施しました。
□3 学年「堂ノ前公園」清掃ボランティア（4/23）
3 年生は，「堂ノ前公園」において清掃ボランティア
活動を行いました。花見のお客さんで賑わう地域の公
園のゴミを，自分たちの手で拾いました。思っていた
よりも多くのゴミを拾うことができて，生徒は充実感
にあふれていました。その後，みんなで団子を食べな
がら花見を楽しむことができました。中学生として，
地域の一員として，地域にたくさん貢献していきたい
と思います。
□授業参観，PTA 総会・学年総会，PTA 歓送迎会（4/27）
多くの保護者の皆様よりご来校をいただき，ありがとう
ございました。今年度のＰＴＡ活動が本格的にスタートし
ました。特に今年度は，創立 70 周年記念事業が行われます。
保護者の皆様には，特段のご支援・ご協力をよろしくお願い
いたします。

□第 31 回北村山中学男子駅伝競争大会・第 29 回北村山中学校女子駅伝競争大会（5/9）
男子準優勝（県大会出場） 女子 5 位
天童市の県総合運動公園において，地区中学
駅伝競争大会が開催されました。最高の「駅伝
日和」の中行われた，令和元年の地区中学駅伝
大会。選手は，自分の力を出し切る走りで最後
までタスキを繋ぎ，男子は準優勝，女子は 5 位
入賞を果たしました。
当日は，3 年生全員が会場に出向いて応援しま
した。がんばる仲間のためにクラスごとコース沿いに陣取り，美術部員が作ってくれた小旗や
ポスターを持ちながら応援の声を盛大に響かせました。本大会の素晴らしい激走と，それを支
える応援の一体感はきっと次につながるはずです。県大会は，9/7（土）に同会場で開催され
ます。県大会での更なる活躍を目指して，これからも頑張っていきます。
□生徒会総会（5/17）
前期の生徒会総会が行われました。今年度の生
徒会スローガンは，「PRIDE～自信の種を 誇りの
花に～」に決定しました。一中生一人一人が，自分
たちの学校に「PRIDE」（誇り）を持ち，様々な
活動に意欲的に取り組むとともに，ひいてはそれが
一人一人の「PRIDE」になって欲しいとの思いが
込められています。
後半は，
「クラスの『PRIDE』を決めよう」というテーマで，学級で討議を行い，学級とし
ての目指す姿も確認しました。今年の生徒会活動にもどうぞご注目ください。
□全校ボランティア「春の陣」（5/18）
5／22（水）に，本校グラウンドにて開催される
市小学校陸上競技大会に向けて，5／18（日）の
早朝，「全校ボランティア『春の陣』」と称して，
グラウンドや外トイレなどの美化作業を行いまし
た。休日そして早朝にもかかわらず，146 名の生
徒が参加し，先輩として，また地域に貢献できる
一中生として，一生懸命活動しました。
きっと後輩たちも，熱い戦いを繰り広げてくれ
ることでしょう。

栄光の記録
◆第 37 回東根ロードレース（H31.3.21）
第１回

東根市長賞（団体男子の部）

◆まほろば旗争奪
女子団体

第１位

東根市立第一中学校

第 28 回高畠町中学校剣道錬成大会（H31.3.21）

第3位

東根市立第一中学校

◆第 10 回 KAMURO CUP バスケットボール大会（H31.3.24）
男子

第3位

東根市立第一中学校

◆第 15 回ＴＳＣ宮城杯ソフトテニス中学生春季大会（Ｈ31.3.30）
男子の部

第３位

東根市立第一中学校

◆第 12 回花笠杯卓球大会
男子団体

小中の部２部

第３位

東根市立第一中学校Ｃ
女子団体

小中の部３部

深瀬 雄大さん

井上 魁士さん

安部 湊達さん

寺崎 美紅さん

髙橋 美羽さん

滝口ひまりさん

第２位

東根市立第一中学校Ｄ

◆第 57 回新庄地区ソフトテニス春季選手権大会（Ｒ元.5.3）
中学男子

第1位

奥山

文誉さん・青野

圭祐さん

ペア

第2位

門脇

嘉大さん・半田

裕さん

ペア

第3位

阿部未来叶さん・小山

大心さん

ペア

◆北村山中学校駅伝競走大会＜男子 第 31 回

女子 第 29 回＞（R 元.5.9）

男子総合

第 2 位 （1 時間 02 分 26 秒）

男子 2 区

第1位

深瀬

侑哉 さん

（ 9 分 57 秒）

男子 3 区

第1位

加藤

武琉 さん

（10 分 04 秒）

男子 4 区

第2位

阿部未来叶 さん

（10 分 37 秒）

女子総合

第 5 位 （50 分 20 秒）

◆令和元年全日本少年軟式野球大会

新庄地区予選

第2位

