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９月号 （№７）
潟上市立羽城中学校
平成２４年 ９月２８日

[学校教育目標] 正しく生きる ～ 克己・挑戦・笑顔 ～

秋の話 「中秋の名月」

校長 舘岡 和人

1969年（昭和44年）7月20日（日本時間では21日）、
人類史上初の月面着陸を果たした月面宇宙船アポロ
11号の着陸船「イーグル」。当時11歳（五城目町馬

川小学校5年）であった私は、理科室にあったテレ
ビでクラス16人（そのうち約半数の生徒の名字が「タテ

オカ」）で、その瞬間を見たような記憶があります。
世の中は今も当時も敏感で、Ｍ製菓ではすぐさまこ
の年に「明治アポロチョコ」を販売しました。ちな
みにこの年の10月から、アニメサザエさんが放送さ
れました。

＊ 月への関心
アポロ11号の月面着陸に至る1960年代は、世界中

がそれまでになく「月」に熱狂した時代でした。そ
の後、一旦は静まった月への興味ですが、月への関
心は今でも高まっています。
＊ ”お月見”

日本で昔から行われてきた行事の一つに「お月
見」があります。少し難しく言えば「中秋の名月」。
中秋というのは旧暦（昔の暦）で、8月15日のこと
を指していますが、今でいうと、おおよそ9月にあ
たります。

旧暦は明治6年以前の暦で、今でも旧暦に合わせ
た祭りなどの行事があるため、旧暦の日付が暦
（カレンダー）に入っている場合があります。現在
の新暦では、旧暦と間に約1カ月程度のズレがあり
ます。9月7日から10月8日の間に訪れる満月を十五
夜・中秋の名月と呼んでいます。
＊ 他国の”お月見”

今年の中秋の名月は9月30日。「中秋の名月」＝
「十五夜」＝「満月」ではありませんが、今年は9
月30日が満月となります（平成22年は十五夜が9/23で

満月が9/22）。日本でいう”お月見”も他の国では
やはり文化の違いか、習慣が違います。
【中国・韓国】

旧暦の8月15日（今の暦では9月）、秋の収穫期に
収穫をもたらしてくれた神様に感謝するとともに、
収穫そのものの喜びを込めて、伝統菓子の『月餅』
を食べる習慣があります。
【太平洋の島々】

サトイモなどの収穫を祝うお祭りを、秋の満月に
合わせて行っています。
【イスラム圏】

トルコやアルジェリアの国旗のように、イスラム
圏の多くの国の国旗に月（主に三日月）が描かれて

います。普段から月をみては尊び、喜び、特別視し
ています。月は「象徴」です。
【ヨーロッパ】
秋分の日に一番近い満月を「収穫月」、その次の

満月を「狩猟月」と呼んで、どちらも収穫を祝うお
祭りの意味を持っています。しかし、古来ヨーロッ
パで、月は人々の体調のリズムを狂わし、心をかき
乱す、一種「狂気」の象徴とされていました。満月
の夜に、月をみて狼に変身してしまう「狼男」の伝
説や、夜にしか行動が出来ない「ドラキュラ」など
がその象徴です。また、ヨーロッパには「月の光に
よって気がおかしくなる」といった言い伝えもあり、
「lunatic」（「狂った」という意味の英語）、「luna
cy」（「狂気」という意味の英語）も、「luna」（ル

ナ：月の女神）「lunar」つまり”月”から来てい
ます。 Oh～なんと恐ろしや

＊ 月の土地
さて、月は誰のものでしょうか。国家で所有する

ことはできませんが、個人での所有は可能というこ
とで、3年ほど前にある日を記念して月の第三期分
譲地？となる広さ約1,200坪（サッカーグランド1面分

で単位は1エーカー）の土地を購入しました。後日、
土地の権利書とちょっと大まかな場所を示した地図
が送られてきました。後で校長室前に掲示しておき
ますので見てください。土地の値段より、権利書を
入れておくフレームの方が高くつきました。いつか
は竹取物語のルーツを探り、自分の土地を見に行か
なければ。新車で…。

少年時代から空を飛ぶことへの関心が強く、車の
免許より先にパイロット免許を取得したニール・ア
ームストロング船長。全世界が見守る中、アポロ1
1号が月面に着陸し、「これは小さな一歩だが、人
類にとっては大きな飛躍だ」との言葉を残しました。
月面着陸当時38歳であった彼は先月、82歳の生涯を
閉じました。

古来より愛されてきた「月」。一年のうちで最も
空が澄みわたり、明るく美しいことから、秋の名月
は観月に最適の季節とされています。日本では秋に
なると「中秋の名月」を楽しむ風習があります。夜
空に浮かぶ月を愛でながら、収穫に感謝をし、そし
て豊作を祈願しながら月光浴をしてみませんか。

今度踏み出す小さな一歩を何にしたらよいかを考
えながら…。

4月の着任式から半年が過ぎ、早いもので来週に
は前期が終了します。ちょうど折り返しになります。
後期はじっくりと時間をかけて学習に取組みたいと思
います。ご理解ご協力をお願いします。
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☆は全県大会出場

■【野球】 9/16 17 大潟村村民球場 ■【卓球】 9/15-16

１回戦 ●羽城１－２大潟 天王総合体育館

男子団体戦：◆準優勝◆

■【バスケットボール】 9/15-16 ○羽城３－１五城目一

広域五城目体育館 ●羽城１－３天王

男子：◆優 勝◆ ☆ 男子個人戦：◆第３位◆中山 七海 ☆

○羽城６７－６２八郎潟 ◆第５位◆佐藤 玄武 ☆

○羽城９２－５０五城目一

○羽城４７－４５天王 女子団体戦：◆第４位◆

○羽城７２－４１井川 ○羽城３－０井川

●羽城０－３五城目一

女子：◆優 勝◆ ☆ ●羽城２－３大潟

○羽城６０－４１八郎潟 ●羽城０－３天王

○羽城８２－５５天王

○羽城７５－４６天王南 ■【柔道】9/15

○羽城６５－４７五城目一 八郎潟中学校体育館

女子団体戦：◆準優勝◆ ☆

■【バレーボール】 9/15-16

大潟村村民体育館 男子個人戦：60㎏級◆優 勝 間杉 築

◆第３位◆ 66㎏級◆第３位 渡邊 朗伸

○羽城２－１五城目一

●羽城１－２井川 女子個人戦：44㎏級◆準優勝 畠山 紗英

●羽城０－２大潟 48㎏級◆第３位 菅原 愛里

●羽城１－２井川 52㎏級◆優 勝 鈴木 琴乃

57㎏級◆優 勝 菅原実沙絵

■【サッカー】9/15 〃 ◆準優勝 佐藤 真央

秋田県フットボールセンター

◆準優勝◆ ■【剣道】9/15 潟上市天王剣道場

○羽城１２－ ０天王南 男子団体：◆第４位◆ ☆

●羽城 ２－ ３天王 女子団体：◆第３位◆ ☆

■【陸上競技】6/15 元木山陸上競技場

男子総合：◆準優勝◆ ☆

女子総合：◆優 勝◆ ☆

《《《 市郡秋季大会の結果 》》》
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■【陸上競技】9/15 元木山陸上競技場

《男子の部》 《女子の部》

１年１００Ｍ◆第３位 門間 陸 １年１００Ｍ◆第３位 伊藤 裕理

２年１００Ｍ◆第６位 鎌田 怜司 〃 ◆第６位 川上 藍奈

共通２００Ｍ◆第５位 江口 寛太 ２年１００Ｍ◆第１位 三浦 華帆

共通４００Ｍ◆第１位 佐藤 拓眞 〃 ◆第２位 鈴木 千咲

〃 ◆第４位 門間 天佑 〃 ◆第３位 佐々木美咲

〃 ◆第５位 大渕 周平 〃 ◆第５位 賀藤 もも

共通８００Ｍ◆第１位 佐藤 拓真 共通２００Ｍ◆第１位 原田みなみ

１年1500Ｍ ◆第３位 瀬下 陽太 〃 ◆第５位 後藤 光

〃 ◆第４位 石澤真太郎 共通８００Ｍ◆第２位 安田 玲南

〃 ◆第６位 安田 賢太 １年1500Ｍ ◆第３位 進藤里歩子

２年1500Ｍ ◆第１位 小林 理久 〃 ◆第５位 川上 藍奈

共通3000Ｍ ◆第３位 小林 理久 〃 ◆第６位 横谷 朱莉

共通110ＭＨ ◆第２位 小玉 洋輔 ２年1500Ｍ ◆第１位 安田 玲奈

〃 ◆第３位 金子 大輝 〃 ◆第４位 菅原 希優

共通走高跳 ◆第１位 小玉 洋輔 共通100ＭＨ ◆第２位 鈴木 千咲

〃 ◆第２位 小玉 郁也 〃 ◆第３位 三浦 華帆

共通走幅跳 ◆第４位 門間 陸 共通走高跳 ◆第１位 佐々木美咲

共通砲丸投 ◆第１位 鎌田 怜司 〃 ◆第３位 佐々木晴香

〃 ◆第４位 藤原 聖斗 〃 ◆第５位 原田みなみ

〃 ◆第６位 鈴木 空 〃 ◆第６位 川上 桃花

１年4×100MR◆第２位 共通走幅跳 ◆第１位 伊藤 裕理

門間 陸 小玉 洋輔 〃 ◆第２位 賀藤 もも

大渕 周平 門間 天佑 〃 ◆第６位 後藤 光

共通4×100MR◆第２位 共通砲丸投 ◆第３位 斎藤 夏織

冨樫 拓也 佐藤 拓真 １年4×100MR◆第２位

櫻庭 龍斗 鎌田 怜司 進藤里歩子 伊藤 裕理

川上 桃花 川上 藍奈

共通4×100MR◆第１位

原田みなみ 鈴木 千咲

佐々木美咲 三浦 華帆

平成24年度 第61回 東北珠算競技大会 9/9

第27回秋田県中学校放送コンテスト 読上暗算競技 一般・学校の部

《アナウンス部門》 第２位 石澤真太郎

最優秀賞 菅原 加琳

ＮＨＫ秋田放送局長賞 菅原 加琳 個人総合競技 学校の部

秋田県教育長賞 菅原 加琳 優良賞 石澤真太郎

優良賞 原田 彩乃

《朗読部門》

優良賞 伊藤真由子

入 選 川上 柚歩

〃 千種 りほ

第29回ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト8/20

《アナウンス部門》

入 選 菅原 加琳

各種大会等の結果
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日 曜 行 事 等

1 月 開校記念日 学校安全日

2 火 ３年実力テスト

3 水 中学校初任者研修授業（本校）

明徳館高体験入学

5 金 終始業式 生徒会役員任命式

8 月 体育の日（前期最終日）

バスケットボール中央地区順位決定戦（由利本荘）

9 火 秋季休業（後期初日）

10 水 火曜授業（11月9日が進路研大会による

休業日で、この日が振替授業日）

11 木 月曜授業

12 金 プランター片付け 英語検定

13 土 湖竜旗少年剣道大会（昭体）

15 月 キャリアスタートウイーク開始

(～18日 2年給食なし)

16 火 助産師による命の講座

17 水 職員会議

18 木 第2回教育後援会評議員会

19 金 漢字検定

20 土 2012かたがみ音楽祭（本校）

市郡選抜バスケットボール大会（三種町）

22 月 新入生体験入学

23 火 生徒会委員・学級役員任命式 生徒会委員会

25 木 集金日

26 金 避難訓練（不審者対応）

３年部保護者向け進路説明会（17:30）

28 日 わか杉思考コンテスト

30 火 学級討議 生徒会委員会

31 水 生徒総会

９ 月 の 行 事 か ら

羽城祭学年合唱 9/2

羽城祭閉祭式 9/2

３年講話会 9/7

羽城祭合唱コンクール 9/2

■先月のステンドグラスに続いて、今、羽城中学校の

玄関に絵画サークル『秋桜』 のみなさんの作品が
こすもす

展示されています。心が癒される作品です。


