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４月号 （№２）
潟上市立羽城中学校
平成２４年 ４月２７日

[学校教育目標] 正しく生きる ～ 克己・挑戦・笑顔 ～

「まずは、やってみよう」

校長 舘岡和人（たておか かずひと）

平成２４年４月５日（木）【着任式 始業式】
１１４名の２年生と９９名の３年生と出会い、久

しぶりに羽城中学校の校歌を聴いて感動しました。
「八郎潟」という自然の宝、「石川理紀之助」とい
う人的な宝のふるさと羽城に戻ってきたという実感
がわいた瞬間でした。

４月７日（土）【入学式】
９８名の新入生との出会い。私が９９人目の新入

生なのかもしれません。

その後、部活動紹介、生徒会任命式、ＰＴＡ総会、
交通安全教室、市郡春季大会 等々… あっという
間の１ヵ月でした。

生徒の中には、「今日、こんなことがあった」
「○○先生が、こんなこと言ってた」と家族の会話
の中にあったかもしれませんが、この数日間の集会
等で、次のような話を生徒にしました。

その１ 【新任式】
ジャガイモはデコボコして形が不ぞろいで、決し

て同じものがない。同じ人間でも顔や形に違いがあ
る。自分が得意とするもの、好きなもの、みんな違
います。それって、「個性」といいます。色々な個
性の人がいるから、協力し合うと素晴らしいものが
できるのです。

また、ジャガイモは色々なところから芽が出てき
ます。皆さんもこれから、「才能」という芽が出て
きます。全部伸ばそうとすれば栄養がなくなり、や
がてしなびて枯れてしまいます。本当に大切にした
い芽を見つけてください。芽が伸びていくためには
土が必要です。学校は「畑」で先生方は教えの「養
分」です。

仲良く助け合い、先生方から養分を吸収し、芽が
太く丈夫に伸びることを期待します。

その２ 【交通安全教室】
人の体重は60～80㎏で、地球は６×1024 ㎏です

が、命の価値は重さではありません。
40億年前の原始の海に生まれた生命は気の長くな

るような進化をとげて今に至っています。
人間の誕生は今から約400万年前。自分の誕生に

直接かかわっているのは「父」と「母」。その父と
母が存在するには、「４人の祖父母」。その４人の

祖父母が存在するには「８人の曾祖母」。８人の曾
祖母が存在するには「１６人の高祖母」。

こうしてたどっていくと、400年前（ちょうど巌
流島の決闘があった年）には、1,024人の祖先がい
たことになり、合計すると2,048人となります。江
戸時代からの数字なので、それ以前からとなると想
像もつかない先祖の数になります。

一つの生命（いのち）が消えることは、これから
生まれるであろう無数の命を消すことになります。
40億年にも及ぶ「生命の鎖」を自分の不注意による
事故や行動で断ち切っていいものでしょうか。自分
の意志で誕生したのでない以上、自分の意志や行動
で生命を断ち切るのは許されないと思います。

これから続くであろう生命に思いを馳せ、未来に
命を受け継ぐことが私たちの使命なのでは…。

その３ 【前期学級役員・専門委員任命式】
期待され、仕事や役を頼まれた時、あからさまに

断ってしまえば、次からはその仕事や役は自分には
回ってはきません。それって、果たして、幸せなこ
となのでしょうか。

仕事ができる人は、「まずやってみよう」という
気持ちになります。仕事や役が回ってきた時は、
「チャンス」ととらえていいだろう。「チャンスの
神様」って、前髪はフサフサしているが、後ろには
髪がなくツルツルにはげている。その神様が向こう
から走ってくるため、待ち構えて「えいっ」とその
前髪をつかまえなければいけません。うっかりして
いると、後ろがツルツルだから手が滑ってとらえる
ことができません。チャンスは好運と解釈してもい
いでしょう。

ぼんやりしていないで、チャンスと思ったら、
「まずは、やってみよう」のスタンスが不可欠。
チャンスの神様は、あなたの近くにいます。

＊ 新任式前日、話の内容は決まったが、何か印象に
残る仕掛けはないものか考えました。「そうだ。
本当のジャガイモを見せよう」と思い、芽のた
くさん出ていた、やや疲れ気味のジャガイモ
（女優に例えると○木○○）と、色ツヤのいい
ジャガイモ（同じく女優に例えると○○○子）
を準備して話をしてみようと思いました。一応
始業式（儀式）なので、真面目にこれまで通り
ステージの上で話をしようか、それともステー
ジから下りて話をしたほうが印象深くなるので
はと、かなり悩みました。やらなければ後悔す
ると思い、思い切って「実行」しました。「ま
ず、やってみよう」の精神で。
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【団体種目】

■【野球】4/21-22 元木山球場 ■【柔道】4/21

◆１回戦◆ 八郎潟中学校体育館

●羽城２－３五城目 男子団体：◆第４位◆

女子団体：◆第３位◆

■【バスケットボール】4/21-22

広域五城目体育館 ■【剣道】4/21 潟上市天王剣道場

男子：◆１勝３敗◆ 男子団体：◆第４位◆

●羽城４４－５８八郎潟 女子団体：◆準優勝◆

●羽城４２－４５天王

○羽城６４－３７井川

●羽城５７－６０五城目 ■【サッカー】4/21

女子：◆優 勝◆ 秋田県フットボールセンター

○羽城７０－３６天王南 ◆第３位◆

○羽城６０－３３五城目 ●羽城０－13天王南

○羽城５９－４２天王 ●羽城０－21天王

○羽城６８－５０八郎潟

■【陸上競技】4/21 元木山陸上競技場

男子総合：◆第２位◆

■【バレーボール】4/21-22 女子総合：◆優 勝◆

天王総合体育館

◆第３位◆

○羽城２－０天王南

●羽城０－２大潟

○羽城２－１天王

●羽城０－２五城目

■【卓球】4/21-23

大潟村村民体育館

男子団体：◆第３位◆

女子団体：◆第５位◆

市・郡春季大会の結果

部活紹介集会 4/11



- 3 -

【個人種目】 《入賞のみの掲載です。》

■【陸上競技】4/21 元木山陸上競技場
《男子の部》

２年１００Ｍ◆第５位 鎌田 怜司 共通1500Ｍ ◆第１位 安田 玲南
〃 ◆第６位 冨樫 拓也 〃 ◆第４位 菅原 希優

３年１００Ｍ◆第５位 鈴木 京 共通100ＭＨ ◆第２位 佐々木彩乃
〃 ◆第６位 近藤 海都 〃 ◆第３位 菅原 麻矢

共通２００Ｍ◆第２位 菅原 綾記 〃 ◆第４位 高橋加奈子
共通４００Ｍ◆第３位 落合 雄大 共通走高跳 ◆第１位 菅原 瑠奈
共通８００Ｍ◆第６位 川上 凌右 〃 ◆第２位 佐々木美咲
共通 1500Ｍ◆第２位 佐藤 拓眞 〃 ◆第３位 佐々木晴香

〃 ◆第３位 原田 大地 共通走幅跳 ◆第２位 伊藤 有莉
〃 ◆第６位 小林 理久 〃 ◆第３位 澤井知奈美

共通 3000Ｍ◆第１位 原田 大地 〃 ◆第５位 進藤日南子
〃 ◆第３位 小林 理久 共通砲丸投 ◆第２位 澤井知奈美

共通走高跳 ◆第４位 落合 雄大 〃 ◆第３位 斎藤 夏織
〃 ◆第５位 川上 凌右 ２年4×100MR◆第１位

共通走幅跳 ◆第２位 近藤 海都 原田みなみ・鈴木 千咲
〃 ◆第４位 伊藤 大地 佐々木美咲・三浦 華帆
〃 ◆第５位 冨樫 拓也 共通4×100MR◆第１位

共通砲丸投 ◆第３位 鎌田 怜司 菅原 瑠奈・伊藤 有莉
〃 ◆第４位 藤原 聖斗 進藤日南子・佐々木彩乃 ２

２年4×100MR◆第２位

佐藤 拓眞・冨樫 拓也 ■【柔道】4/21
桜庭 龍斗・鎌田 怜司 八郎潟中学校体育館

共通4×100MR◆第２位 男子：60㎏級◆第３位 間杉 築
伊藤 大地・菅原 綾記 66㎏級◆第３位 渡邊 朗伸
落合 雄大・近藤 海都 81㎏級◆準優勝 佐藤 拓也

女子：44㎏級◆第３位 斉藤 あや
《女子の部》 48㎏級◆第３位 畠山 紗英

２年１００Ｍ◆第１位 三浦 華帆 〃 ◆第３位 吉田 瑞穂
〃 ◆第２位 佐々木美咲
〃 ◆第４位 鈴木 千咲 女子：52㎏級◆優 勝 小笠原佑希

３年１００Ｍ◆第２位 伊藤 有莉 〃 ◆準優勝 菅原 千聖
〃 ◆第３位 進藤日南子 〃 ◆第３位 鈴木 琴乃
〃 ◆第５位 菅原 瑠奈 57㎏級◆優 勝 菅原実沙絵

共通２００Ｍ◆第２位 原田みなみ 〃 ◆第３位 佐藤 真央
〃 ◆第３位 後藤 光
〃 ◆第５位 伊藤さくら

共通８００Ｍ◆第１位 佐々木彩乃
〃 ◆第２位 安田 玲南
〃 ◆第６位 菅原 希優
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日 曜 行 事 等

1 火 学校安全日

2 水 生徒総会

3 木 憲法記念日 防犯少年柔道大会(県立

武)

剣道遊佐錬成大会（～4日）

4 金 みどりの日

5 土 こどもの日

8 火 尿検査(2)

9 水 月曜授業 内科検診(1年)

10 木 ３年実力テスト

11 金 教育後援会評議員会

13 日 柔道マルちゃん杯東北大会

15 火 ３年修学旅行（東京~17日）

２年宿泊学習（岩城~16日）

18 金 県春季野球大会（弁天・元木~20日）

非行防止教室6校時

19 土 県陸上記録会（十文字） 県剣道大会

（県立武）

県バスケットボール大会（湯沢）

21 月 教育実習開始

22 火 心電図検査 生徒会委員会(3)

23 水 職員会議

24 木 小学校との交流会

25 金 眼科検診3年13:30 避難訓練(地震火

災津波)2校時

ＰＴＡ役員会・評議員会

26 土 中央地区吹奏楽祭（秋市文） 県春

季柔道大会

28 月 テスト前部活動休止(~30日）

29 火 校内研修会

30 水 学習相談

31 木 前期中間テスト 集金日

４ 月 の 行 事 か ら
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