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～ジグソーパズルからレゴへ～
校長 舘岡 和人

◆ これからが長い

時間が経つのは早いもので、待ち遠しくしていた

夏休みも終わりました。夏休みが楽しく充実してい

たことは、生徒の表情やたくさんの話の中から十分

に伝わってきました。

この後の大きな行事として、天中祭（9/6）、市郡

秋季大会（9/20～21）、前期期末テスト（9/26）、生

徒会役員改選（10/8）、秋季休業（10/14～15）、キ

ャリア・スタート・ウィーク（2 年 10/20～24）、後

期中間テスト（3 年 11/27）、県学習状況調査（1～2

年 12/4）、後期中間テスト（1～2 年 12/12）、 冬休

み前集会（12/25）等など…。大きな行事だけでも、

ざっとこんなにあります。

◆ 何のためのテスト

とりわけ３年生については、定期テストに加えて

高校進学の際、その参考となる実力テストもプラス

して行われます。

では、何のためにテストを行っているのでしょう

か。テストは採点され、「点数化」され、まさに「見

える学力」として表されます。テストでは、50 分の

限られた時間の中でいち早く正解を導き出すチカラ

を求めています。中学生の今は、そのいち早く、そ

して正解を導き出すチカラを身に付ける時期なので

はないでしょうか。

◆ 高校入試の合格者と不合格者の境目は

できることなら、生徒全員を「入りたい学校」へ

進学させてやりたいと思うのですが、これだけはど

うしようもなりません。

この時期（夏休み明け）に、自分が思っていた第

１志望校へ進路変更をすることなく合格した生徒と、

進路先を変更し第２、第３志望校へ進学、もしくは

残念ながら不合格になってしまった生徒には、次の

ような共通点がありました。

第１志望校には、自分と同じ目標のある生徒が多

く、いわゆる同じ価値観を持った生徒が多いため、

やはり第１志望校への進学がお勧めです。

【第 1 志望校に合格した人】

○1 先生を信じ授業を頑張った人

○2 英語を毎日やった人

○3 数学をあきらめなかった人

○4 教科書をきちんと最後までやった人

○5 遅刻や欠席の少なかった人

○6 目標がぶれなかった人

○7 できるだけ学校で勉強した人

○8 質問が多い人

○9 自学自習ができる人

○10 気持ちの切り替えがうまい人

【進路変更で合格した人 Or 不合格になった人】

×1 苦手教科をそのままにしておいた人

×2 携帯やゲームと決別できなかった人

×3 日によって勉強時間にムラがあった人

×4 教科書より参考書に飛びついた人

×5 「何とかなるさ」と甘く見ていた人

×6 授業を怠けて、なめていた人

×7 板書を写して勉強したと勘違いした人

×8 基本的にスタートが遅かった人

×9 第一志望がフラフラしていた人

×10 勉強時間の絶対量が不足していた人

＊○2 英語、○3 数学に注目。

＊×2 携帯との付き合い方に注目。

（携帯はしょせん機械。機械に振り回されて、機

械に使われて、人生の道筋がずれるなんてバカ

らしいです。ゲームも含め、その機械と距離を

置くことのできない生徒の学力は、学校として

は保障しかねます。最低、TV・ゲーム・携帯等

の視聴時間より、学習や読書を合わせた時間数

が勝るようにしてほしいです。）

◆ テスト後は「楽観派」？ 「悲観派」？

テストが終わった後、何かしら結果が気になるも

のです。えてしてテスト後は、“ゆるんで”開放感で

楽観的になるものです。

生半可で中途半端な実力でテストを受けると、で

きなかったところは別に気にしないで、「できたとこ

ろばかり」に目がいって、ある程度できた気になり、

楽観的になってしまいます。

十分に頑張った人は、逆に「完璧にできなかった」

「あの問題が分からなかった」と悲観的になります。

そういった気持ちになると悔しさが芽生えてきます。

それが次につながる、いい兆候です。

◆ 「ジグソーパズル」から「レゴ」へ

いち早く正解を導き出すチカラを必要としている

今は、いわばジグソーパズルの正解の場所にたった

一つのピースをいち早く見つけ出し、当てはめるこ

とに似ています。

しかし、この後は、知識を使っての活用力や、レ

ゴブロックのように一つ一つの部品はシンプルだが、

組み合わせることで宇宙船にも動物にもなる創造力、

つくり上げる力を必要とします。

知識のないところに、モノをつくり上げること

はできません。
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♛東北中学校体育大会 結果♛

柔道８月６日（水）～８日（金）（岩手県北上市）

男子個人８１ｋｇ級 木村 琢人【３位】

女子個人４８ｋｇ級 眞壁 あい【５位】

男子個人５０ｋｇ級 小林 翔磨【２回戦進出】

男子個人６６ｋｇ級 渋谷 隼斗【２回戦進出】

男子個人６０ｋｇ級 有馬 雄生【１回戦】

男子団体 【予選リーグ】

♛全国中学校体育大会 結果♛

剣道８月１７日（日）～１９日（火）（高知県高知市）

女子個人 照井 優芽

【４回戦進出（ベスト１６）】

♛潟上市・南秋田郡席書会 結果♛

♛全県児童生徒席書大会 結果♛

♛わたしの主張 2014（第 36 回少年の主張秋田県大会）♛

♛県央地区予選大会 入選者♛

剣道８月４日（月）～６日（水）（宮城県仙台市）

女子個人 照井 優芽【５位】

女子個人 米谷 華【５位】

卓球８月８日（金）～１０日（日）（秋田県立体育館）

女子個人 天野あいか【１回戦】

柔道８月２２日（金）～２５日（月）（愛媛県松山市）

女子個人４８ｋｇ級 眞壁 あい

【４回戦進出（ベスト１６）】

条幅（１年）

安保 快 【銀賞】

加藤 慎太郎 【銀賞】

条幅（２年）

加藤 麗菜 【金賞】

石井 風優 【銀賞】

草皆 優奈 【銀賞】

半紙（１年）

七島 悠月 【金賞】

安保 快 【銀賞】

加藤 慎太郎 【銀賞】

小野 諒 【入選】

藤谷 汐里 【入選】

半紙（２年）

星川 ゆい 【金賞】

石井 風優 【銀賞】

加藤 麗菜 【銀賞】

草皆 優奈 【銀賞】

半紙（３年）

千葉 みゆ 【金賞】

半紙（１年）

七島 悠月 【金賞】

半紙（３年）

千葉 みゆ 【銀賞】

条幅（２年）

加藤 麗菜 【金賞】

杉本 初陽（３年） 題目「死から生まれる命」

米屋 雅晃（３年） 題目「これからぼくたちがするべきこと」

予選大会 日 時 平成２６年９月１０日（水）１３時３０分から１６時まで

会 場 潟上市立羽城中学校（視聴覚ホール）

天中祭のご案内 どうぞ皆様でお出でください。お待ちしております。

日 時 平成２６年９月６日（土）

会 場 天王中学校各教室・体育館

テーマ Rainbow（レインボー）

日 程 ステージ発表【午前の部】 ８：４５～

開祭式、八坂和楽器、Street Dance、よさこい、

真山なまはげ、吹奏楽部演奏

イベント・展示・喫茶食堂 １０：３０～

お茶会、食堂、３年企画展示、作品展、美術クラブ

展

学級新聞、学級旗展示 ほか

ステージ発表【午後の部】 １３：３０～

合唱コンクール、全校合唱、閉祭式

その他 内履きをご持参ください。

８月２７日（水）に行われた「きずな集会」において、全校生徒に紹介され

ました。テーマにふさわしい絵です。ご来校の際にぜひご覧ください。


