
将来を見つめる
校長 小野 武紀

この10月は、一人一人の生徒が自分の将来や生き

10月３日方について考える機会が多くありました。

（木）に開催された「阿部雅龍南極点到達記念講演

は、生徒たちが自分の在り方、今後の生き方を会」

見つめ直すよいきっかけになったと感じます。父親

との死別や敬愛する冒険家との出会いなど、それま

での人生を通して感じたことや様々な経験から冒険

家としての道を選び、夢に向かって歩み続ける阿部

さんの生き方に学ぶべきことがあったと思います。

「自分自身をしっかりと私が特に強く感じたのは、

ことがとても重要だということです。自見つめる」

分はどういう人間なのか、これからどうなりたいの

かについて自分と向き合ってじっくりと考えること

から道は拓けます。今まさに、人生の岐路に立って

いる３年生には、地に足を着け、自分の将来をしっ

かりと見つめて進路選択することを切に願うところ

です。

10月21日 月 ～25日 金 に実施した キまた、 （ ） （ ） 「

では、２年生ャリア・スタート・ウイーク （CSW）」

が男鹿市・潟上市内の27か所の事業所に分かれて職

場体験を行いました。わずか４日間の職場体験でし

たが、生徒たちにとっては将来に影響を与える貴重

な体験だったに違いありません 「働く」ことの意。

義や大変さ 「コミュニケーション」の必要性 「協、 、

力」することの大切さなど、たくさんのことを学ん

だことでしょう。たとえ今は実感することができな

くても、いずれどこかで今回の体験が生きてくるは

ずです。

10月24日（木）～25日（金）には、１年そして、

を行いました。秋田市内の生の職場見学・宿泊学習

15か所の事業所に分かれて職場を見学し、その職業

について調査・質問することを通して「働く」こと

について考え、将来の進路選択の参考にすることが

できました 「働く」ということが、生活のためだ。

けではなく、自分の生きがいや社会貢献にも結び付

いているということを感じた生徒も多かったと思い

ます。

１・２年 マナー講習会（10/4）
ハローワークプラザ御所野の職員の方をお招き

し、マナー講習会を実施しました。これは、１年生

の職場見学・宿泊学習、２年生のキャリア・スター

ト・ウイークに先立ち、職場を訪問する際の心構え

やマナーなどについて学ぶことを目的としたもので

す 「挨拶のポイント」や「笑顔の大切さ 「きれ。 」、

いなお辞儀の仕方」など、普段の生活にも必要な内

容がたくさんあった有意義な講習会でした。

３年 進路ＰＴＡ （10/24）
３年生とその保護者を対象にして進路ＰＴＡを開

催し、進路情報について共通理解を図り、今後の進

路選択の進め方などについて確認しました。あと４

か月余りで卒業を迎える３年生にとっては中学校卒

業後の進路を決定

する大事な時期と

なっています。家

族でしっかりと話

し合い、生徒本人

が納得した進路選

択となることを願

っています。
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生 徒 の 活 躍

＜各種大会等 結果＞
第42回秋田県スポーツ少年団柔道交流大会
中学生１年女子 第３位 天王スポ少 鈴木莉花

第16回秋刀杯気仙沼少年剣道交流大会
中学生女子の部 準優勝

第14回潟上市ソフトテニス選手権大会
中学生ブロック

第１位 加賀谷海姫・伊藤愛華 組
第３位 藤原日彩・武田風花 組

ＪＦＡ第10回全日本Ｕ-15女子フットサル
選手権大会秋田県大会

優勝 秋田ＬＦＣ 田口怜於
第３回藤里白神カップ中学校バスケットボール大会

第３位 女子バスケットボール部
潟上市ふくしの作文コンクール

「 」優秀賞 鈴木彩子 親子が安心していられる場所
大関李恋｢今、私たちに出来ること｣
林 美有｢今、私たちにできること｣

後期生徒会スタート
３年生からバトンタッチした新メンバー。新た

な委員会も加わり、３１日の生徒総会に向けて力
を合わせて準備中！
会 長 和田信龍
副 会 長 松村妃愛 上田 桜
書 記 三浦幸太郎 中島雪乃
会 計 佐藤 旭 石川優美
執行部員 進藤希美 石井琉汰 岡山徠心

中谷 巧 渡辺裕名
生活委員長 畑澤心愛 学習委員長 鈴木 暖
奉仕委員長 三浦碧生 放送委員長 大関李恋
保健委員長 菊地寛人 給食委員長 櫻庭拓海
図書委員長 目黒春奈
新たな歴史への１歩を踏み出します。

の行事予定
１日 (金) ３年実力テスト⑤

２日 (土) 県秋季剣道大会

３日 (日) 文化の日 全県一斉部活動休止日

４日 (月) 振替休日

６日 (水) 市郡教育研究会 部活動休止日

７日 (木) フッ化物洗口

８日 (金) 校内研究会(教科等訪問)部活動休止日

９日 (土) 潟上市福祉大会 土曜塾
11日 (月) 職員会議 避難訓練 部活動休止日

相互授業参観期間(～28日)

12日 (火) ３年三者面談期間(～18日)

13日 (水) ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ国語

14日 (木) フッ化物洗口

15日 (金) 数学検定②

16日 (土) 県秋季卓球大会 土曜塾

17日 (日) 全県一斉部活動休止日

19日 (火) 青少年健全育成あいさつ運動

きずな集会

20日 (水) スタディ･デイ 部活動休止日

22日 (金) ３年後期中間テスト

学校給食委員会･給食試食会

23日 (土) 勤労感謝の日 土曜塾

24日 (日) 部活動テスト休み期間(～28日)

25日 (月) 専門委員会

28日 (木) フッ化物洗口
29日 (金) １･２年後期中間テスト

30日 (土) 土曜塾

いじめや非行、薬物についてみんなで考えよう！ どの標語も心に響きます！

「 」 、 、令和元年度 青少年の非行･被害防止標語コンクール 県大会において 多くの一次選考通過者を出し
学校賞をいただいたことは以前お知らせしたとおりです。このたび、青少年育成潟上市民会議において審
査が行われ、１８人が賞をいただきました。
自分たちの身近な問題について考えた標語はどれも力作揃いです。この標語を心に留め置いてみんなで

考え、生活していきたいですね。

最優秀賞 見分けよう 虚偽と真実 インターネット 石黒 航
優秀賞 まあいいか 軽い気持ちで 書き込んだ 言葉は世界に見られてる 中島 雪乃
優秀賞 見つけたら 素通りしないで 救いの手 門間 健友
優秀賞 一瞬の 指先一つで 怖さ知る 和田ひまり
優秀賞 薬物が 夢と希望を 奪い去る 三浦幸太郎
優秀賞 見えない凶器 「言葉のナイフ」を持たないで 西方 楓花
入 賞 知らぬふり それも人を 傷つける 中西 莉緒
入 賞 ネット上の犯罪者 犯した罪は 一生もの 船木 大史
入 賞 「少しなら…」 人生狂わす その気持ち 芳賀 紅愛
入 賞 「一度だけ」 その一言が 夢壊す 加藤 章斗
入 賞 その一線 越えたら一生 戻れない 梶原 唯菜
入 賞 その言葉 相手は一生 忘れない 畑澤 心愛
入 賞 もう消えない わたしをいじめた あの顔を 近藤 美響
入 賞 薬物は 人生決める 別れ道 安田 未步
入 賞 言葉の刃物 どの刃物よりも するどい刃 澁谷 実夢
入 賞 やられてる 相手の気持ち 考えよう 上田 桃
入 賞 インターネット その一言が 命取り 桜庭 葵
入 賞 言葉づかい、心づかい、気づかい。３つの“つかい”が 渡邉 梓

わたしのあなたの未来を変える


