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８月号 （№５）
潟上市立羽城中学校

平成２３年８月３１日

[学校教育目標] 正しく生きる ～ 克己・挑戦・笑顔 ～

紀州の風に翻る 羽城旗

校長 刈 田 茂

校長室を整頓していて、昭和32年発行の古い「青

雲」に出会った。青雲という題名には、日本が戦後

復興を遂げ高度経済成長が始まろうとしていた頃、

青空に勢いよく沸き上がる真っ白な入道雲のように、

熱気に溢れ未来に向かって勇ましく躍進する若者や、

活気に満ち躍動する学校の姿を願う強い気持ちが込

められたことは容易に想像できる。

2011年の夏、羽城中は「青雲」のごとく、大きく

輝いた。いや輝き続けている。

今年の夏は野球部をはじめとして、個人では陸上

部、柔道部、放送部も全国大会へ出場できました。

各種の東北大会、吹奏楽部の秋田県大会、いずれも

素晴らしい健闘ぶりでありました。本当によく頑張

れたと思います。生徒個々の能力や指導者の力もあ

ったと思いますが、仲間を応援する気持ち、頑張り

を讃える気持ちが全校生徒にたくさんありました。

生徒のみならず、保護者や地域、支えてくれた多く

の方々を含めた総合力ではないかと考えております。

関係の方々に心から感謝するとともに、学校の一層

の充実を進めて参りたいと思います。

夏休み中は生徒の大きな事故がなく、夏休み明け

の全校集会で、元気な姿で集うことができました。

ご家庭でのご指導に対し、深く感謝申し上げます。

節電の影響もあり、何となく暑めに感じた夏でし

たが、私自身、計画は欲張ってしまう方で、振り返

れば反省点が多くあります。おそらく子どもたちも

似ているのではないかと思います。そうやって計画

と反省（希望や挫折）を繰り返しながら、少し先の

将来を見通したり、自分の成長のリズムをつかんで

いくような気がします。

ですから、自分で立てた計画がどこまで達成でき

たか、計画通りいかなかった場合はその原因を分析

するなり、次へ生かすようつなげさせてください。

これは、大事な進路指導だと思います。

私は夏休みを利用して、東日本大震災で被害を受

けた親戚を激励するため、宮城県七ヶ浜を訪れてき

ました。高く積み上げられた瓦礫の量、そして瓦礫

から出る悪臭、基礎だけになってしまった家屋跡な

ど、どれも衝撃的でした。ボランティアセンターに

置かれていた、写真、ランドセル、位牌などには引

き取り手のない悲しさが漂っていました。今、自分

たちが多少の問題を抱えながらも、生きていること

だけで幸せであることに気づかせられました。

１年生は夏休み中に地域施設訪問を行いましたが、

私は八郎湖の取材に付き合わせてもらいました。残

念なことにこの日は風が弱く、帆を十分に張った打

瀬船の勇姿を見ることができませんでしたが、ちょ

うどアオコが多く見られ、地域にはたくさんの研究

素材があると感じてきました。

２年生は部活動の中心となって頑張っていますね。

９月の17日には秋季大会があります。10月上旬にあ

るキャリア・スタート・ウィークの準備も着々と進

んでおります。

３年生は、部活動中心の生活から、学習への切り

替えが進んでいることと思います。

８月28日（日）の資源回収には多くの方々からご

協力をいただき、ありがとうございました。トラッ

クを使っての回収、運搬、分別、整理等、昨年度よ

りもスムーズに進んだと聞いております。古紙運搬

のトラックが予定通り到着できなかったのですが、

ＰＴＡ環境部をはじめとして、ご協力をいただいた

ＰＴＡ会員の皆様に深く感謝申し上げます。共に汗

を流し頑張った子どもたちの姿も輝いていました。

いよいよ学校の 大イベント「羽城祭」です。

合唱練習の歌声が校舎に響き渡っています。歌も心

も徐々に一つになってきました。その高まりに心洗

われる季節です。保護者や地域の皆さんのご来校を、

心からお待ちし

ております。
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■【陸上競技】(入賞者)

7/16-18 県立中央公園 県営陸上競技場

共通４００ｍ◆第３位 鈴木 優

共通 110ｍＨ◆第６位 藤原 涼斗

共通８００Ｍ◆第１位 佐々木彩乃

低学年4×100MR◆第４位

鈴木 千咲・伊藤 有莉

三浦 華帆・佐々木彩乃

■7/23-24 第57回全日本中学校通信陸上競技大会

秋田大会 長根山運動公園陸上競技場

共通４００ｍ◆第３位 鈴木 優

共通 110ｍＨ◆第５位 藤原 涼斗

共通８００ｍ◆第１位 佐々木彩乃

共通 1500ｍ◆第１位 佐々木彩乃 ■【柔道】

共通 走高跳◆第３位 鷲谷 楓 7/16-18 男鹿市総合体育館

低学年4×100MR◆第７位 【個人戦】

鈴木 千咲・伊藤 有莉 男子66㎏級：◆第３位 櫻庭 功大

三浦 華帆・進藤日南子 女子48㎏級：◆準優勝：小笠原佑希

■【バスケットボール】 ■【水泳】

7/9-11 秋田市立体育館 7/16-18 秋田県立総合プール

《女子》 100ｍ背泳 出場 加藤 千裕

１回戦 羽城○６１－３６大館一 200ｍ背泳 出場 加藤 千裕

２回戦 羽城●４３－４８城南

■【バレーボール】

■【剣道】 7/16-18 横手体育館

7/16-18 秋田県立武道館 １回戦 羽城●０－２大雄

【団体戦】

男子：決勝トーナメント ■第77回全県少年野球大会

１回戦 羽城○２－２鳳 7/24-28 大曲球場

(本数勝ち) グリーンスタジアムよこて

準々決勝 羽城●０－３秋田北 ２ 回 戦 羽城○２－０秋田西

女子：予選リーグ １勝１敗 準々決勝 羽城○１－０大曲西

【個人戦】 準 決 勝 羽城○２－１平 鹿

男子：出 場 二田 優樹 決 勝 羽城○６－３稲 川

◆ベスト８ 小玉 大成

女子：◆ベスト16 菅原 美和

第60回記念 秋田県中学校総合体育大会の結果

県総体壮行会 7/7
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■【野球】 第40回若鷲旗争奪東北中学校野球大会 ■【剣道】

8/8-10 山形県 米沢市営野球場・高畠町野球場 8/5-7 由利本荘市総合体育館

◆◆◆ 優 勝 ◆◆◆ 【個人戦】

１ 回 戦 羽城(秋田1)○４－０加茂(宮城2) 男子：２回戦進出 小玉 大成

準々決勝 羽城(秋田1)○２－１西郷二(福島1)

準 決 勝 羽城(秋田1)○６－３雫石(岩手2)

決 勝 羽城(秋田1)○７－０平賀東(青森1)

■【陸上競技】 ■【柔道】
8/8-10 大館市長根山運動公園陸上競技場 8/1-3 鶴岡市小真木原総合体育館

《男子の部》 【個人戦】

共通４００ｍ◆鈴木 優 決勝８位 男子66㎏級：出場 櫻庭 功大

《女子の部》 女子48㎏級：出場 小笠原佑希

共通８００ｍ◆佐々木彩乃 決勝４位

低学年4×100MR 出場

鈴木 千咲・伊藤 有莉

三浦 華帆・佐々木彩乃

（進藤日南子・佐々木美咲）

■【野球】 第33回全国中学校軟式野球大会 ■【柔道】

8/17-20 和歌山県有田市 マツゲン有田球場他 第42回全国中学校柔道大会

２ 回 戦 羽城(東北1)●２－３城山(東海愛知) 8/22-25 和歌山ビックホエール

【個人戦】

■【陸上】第38回全日本中学校陸上競技選手権大会 女子40㎏以下：出場 齊藤 あや

8/19-22 奈良県奈良市 鴻ノ池陸上競技場

女子800ｍ：予選出場 佐々木彩乃 2分17秒13

平成23年度 東北中学校体育大会の結果

平成23年度 全国中学校体育大会の結果

■全日本吹奏楽コンクール秋田県中央地区大会
7/ 9 秋田県民会館
中学校の部；◆◆◆ 金賞 ◆◆◆

■全日本吹奏楽コンクール第53回秋田県大会
7/31 秋田県民会館
中学校の部：◆◆ 銀賞 ◆◆
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日 曜 行 事 等

条幅 半紙 1 木 学校安全日

金賞 菅原 源 金賞 菅原 源 3 土 羽城祭前日準備

金賞 菊地 咲貴 金賞 進藤日南子 4 日 羽城祭

金賞 草薙 美穂 金賞 菊地 咲貴 5 月 振替休業日

銀賞 進藤日南子 銀賞 小林 蘭 6 水 振替休業日

銀賞 菅原 一輝 7 水 潟上南秋教科研究会

銀賞 草薙 美穂 9 金 ３年実力テスト

銀賞 平野和香奈 10 土 県中学校新人水泳大会

銅賞 千種 りほ 11 日 吹奏楽部定期演奏会

入選 銅賞 細谷 奈月 14 水 生徒会委員会

半紙 田村 星羅 銅賞 鎌田 蓮美 15 木 市教委訪問

半紙 渡邊 朗伸 銅賞 菅原 希優 17 土 市郡秋季大会

18 日 市郡秋季大会

19 月 敬老の日

20 火 振替休業日

22 木 職員会議

23 金 秋分の日

27 火 全国学力・学習状況調査(３年)

29 木 後期生徒会役員選挙立会演説会 集金日

30 金 市郡理科研究発表会

９ 月 行 事 予 定

７･８月の行事から

１年総合水生生物調査 8/1

第53回全県席書会郡市大会

第26回秋田県中学校
放送コンテスト

朗読部門：◆優秀賞 菊地 咲貴

「君たちは どう生きるか」

第28回ＮＨＫ杯全国中学校
放送コンテスト

朗読部門：参加 菊地 咲貴

１年総合元木山生物調査 8/1


