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 最近テレビでよく耳にする「健康寿命」。日常的

に介護を受けたり、病気で寝たきりになったりせ

ずに、自立して健康な生活ができる期間です。こ

の年齢までは色々な学習ができます。 

 秋田県は全国の中で 23 位、18 位と健闘してい

ますが、平均寿命では長いわけではなく男性は 46
位と長野県の 81 歳より 3 歳短くなっています。 

○秋田県の「健康寿命」と「平均寿命」 
 健康寿命 平均寿命 

男 女 男 女 
秋田県 70.46 73.99 78.22 85.93 
全国平均 70.42 73.62 79.59 86.35 
秋田県順位 23 位 18 位 46 位 34 位 

全国上位 
１愛知 
２静岡 
３千葉 

１静岡 
２群馬 
３愛知 

１長野 
＊80.9 歳 
２滋賀 

１長野 
＊87.2 歳 
２島根 

今、NHK 大河ドラマで放映されている「花燃

ゆ」は江戸時代から明治時代にかけてのドラマ。

当時の平均寿命は男性 42.8 歳、女性 44.3 歳でし

た。いつの世も女性が長生きをしています。最初

の頃主人公だった吉田松陰の命日は１０月２７

日で、30 歳でその生涯を閉じました。（処刑により） 
 

◆ 人生 3.3 説 
「人生 3.3 説」とは、「一生を１日とみたとき、

年齢を 3.3 で割った数字が人生の時刻を表す」と

いう説です。例えば、40 歳の人は、40÷3.3＝12.1
となりますから、その人は、一生を１日としたと

き、昼の 12 時を少し回った時点にいるというこ

とになります。ちなみに私は５７歳ですから、

57÷3.3＝17.3 となり、午後 5 時 15 分（県庁や潟上

市役所の勤務終了時間）を少しまわった時点にいるこ

とになります。三年生は１５才ですから、15÷3.3
＝4.5 で午前 4 時 30 分の地点になります。 

朝の 4 時 30 分は、私がジョギングを兼ねて歩

き始める時間です。私にとっては寝起きで頭がボ

ーッとしていますが、「今日は○○をやろう」「こ

んなことを話してみよう」と色々な事を考えなが

ら少し前向きになれる時間です。 

皆さんはこれから一日が始まろうとしている

最も希望に満ちあふれている地点にいることに

なります。午前 4 時 30 分、体は寝ていますが潜

在能力も眠っています。 

「今日一日自分はこれをやろう、これを頑張ろ

う」というものが一つでもある人は幸せです。 

 

◆ 時間は有限、ややショック 

みなさんは、私よりも多くの時間を持っていま

す。とは言っても、みなさんの時間は無限ではな

く有限です。有限という点においては、みなさん

も私と同じです。 

私は「人生 3.3 説」を知ったとき、少しショッ

クでした。でも、そのことで、一日一日をもっと

大切にしようと、考えるようになった気がします。

みなさんにも、今まで以上に一日一日、そして１

時間１時間を大切にしてほしいと思います。 

 

◆ 彼はなぜ？ 

進行性筋ジストロフィー症という病気に侵さ

れて医師からあと６年と宣告された 14 歳の少年

が翌日から猛勉強を始めました。彼にはいくら勉

強してもそれが役に立つことはないのです。今の

皆さんに保障されている将来は、彼にはないので

す。しかし、猛勉強に励んだ…。なぜ？ 
勉強しようとする特性は、人間にのみ与えられ

た能力です。自分の世界を広げ、一回限りの人生

の充実を図り続けることができるのです。学び

（勉強）続けることは、「人間として在り続ける」

ことにほかならないのです。将来の無い彼には無

意味なのに、それを彼は知ったのです。 
学ぶこと（学習）の本当の意味や生きることの

意味をあらためて考えたいものです。 
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 健康寿命  ＊自立して健康に生活し、学習ができる年齢 

秋田県（男 70.5 歳 女 74 歳） 
 

（高校卒業後も、５０年間は学び続けられます） 

平均寿命 
（県） 

男 78 歳 
女 86 歳 

形態 

幼児教育 
（6 年） 

義務教育 
（9 年） 

高等教育 
（7 年） 

家庭教育 学校教育 社 会 教 育 
生  涯  教  育   生  涯  学  習 （80 年） 

生涯 
時間 0:00        4:30  6:00       9:00      12:00  15:10    私 18:00   21:20  24:00 



１年生 職場訪問

（ｷｬﾘｱｽﾀｰﾄｳｨｰｸ）
３年生 地域貢献活動

２年生 ＣＳＷ

左上：ニッポ電工

右上：テラタ

右下：田仲自動車

←１年なべっこ 10 27/

第30回秋田県剣道道場対抗錬成大会◆

༾Ҝե中学校１年生の部

ዶỗϫ中学校２年生の部

ふくしの作文コンクール◆

船木武多、丸谷帆波、菅原穂乃花Ҝቲᢂ ２年

伊東颯良１年

第10回潟上市ソフトテニス大会◆

鈴木史桜・三浦香花中学生の部 ዶổϫ

藤原千鶴・鎌田侑那ዶỖϫ

市選抜野球大会◆秋田県郡

男鹿・潟上・南秋チーム （3 ）Ҝե 月の東北大会へ

２年 がレフトで全試合先発出場米谷彰太

平成27年度秋田県読書絵はがきコンクール◆

藤原宗右ትᄈᇁұዙϜᢂ ３年

進藤佳音 古仲里好Ҝᕠᢂ ３年 ２年

（10/24～11/3まで県児童会館図書室に掲示）

仕事柄、外から学校にかかってくる電話を受けることが多いのですが、その電話のしい電話の話
内容は様々です。朝は欠席の連絡、日中は教育委員会や様々な業者とのやりとり、時には地域の方から

おしかりの電話を受けることも・・・。先日かかってきた女性からの電話の内容で

す。「数日前の夕方に校地内を散歩していたら、部活帰りの生徒たちが見ず知らずの自分に次

々に挨拶をしてくれた。あまりにも感動してしまい、ありがとうとの声を掛けそびれてしまっ

た。学校はいい教育をされている。是非生徒たちにもありがとうと伝えてほしい。」と。こん

な電話は滅多にないのですが、心温まる嬉しい瞬間でした。（教頭 伊藤）

嬉

秋田市内の18の事業所を訪
問し仕事の環境やそこで働く

人々の気持ちに触れ、働くこ
とについて考える機会を得る

ことができました。
（写真は秋田テレビ訪問グループ）

市内外の福祉施設での今年

度２回目の地域貢献活動。施
設の入所者の方々との交流の

中でたくさんの笑顔が見られ
ました。

（写真は松恵苑訪問グループ）

潟上市内外の37の事業所での５
日間の職場体験学習中。学校では

得られない貴重な体験に汗してい

るはずです。地域の事業所で見か
けたら一声掛けてください。

１１月行事予定
1(日）あきた教育の日

土曜塾2(月) 避難訓練 学校評議員会

ናಪᾔᾰ̵ᾠ̵ᾯݸϜếಙഁỀ3(火) 文化の日

4(水) 市郡教科外研修会（３校時限）

３年実力テスト⑤5(木) チャレンジテスト(社)

土曜塾

6(金) 生徒総会

土曜塾7(土) ҹᇁትࠐᦇݸϜ（県立武道館）

土曜塾9(月) （～ 13 日）三者面談期間

土曜塾11(水)

土曜塾12(木)

14(土) （県立武道館 ）ҹᇁትࠐ೦ᦇݸϜ ～ 15

（県立体育館 ）ҹᇁት֟ࠐႳݸϜ ～ 15

（県営ﾄﾚｾﾝ ）ҹᇁትࠐ ϜῤῸῴῊῨῸῊῳݸ ～ 15

16(月) 職員会議

土曜塾19(木) チャレンジテスト(国) ⑥カット

21(土) （ ）ҹᇁትࠐ ϜῤῸῗΐΈ῞ῨῸῊῳݸ 秋田市立体育館～２２

土曜塾

22(日) 部活動テスト休み（～ 26 日）

ᄌᴣइͳࠄޞഁࠓᾔᾰ̵23(月) 勤労感謝の日

ᾠ̵ᾯΦ୪ݸϜ

土曜塾25(水)

土曜塾26(木)

後期中間テスト27(金)

土曜塾28(土)

土曜塾30(月) 学校納金引落日


