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１０月号 （№８）
潟上市立羽城中学校
平成２４年１０月３１日

[学校教育目標] 正しく生きる ～ 克己・挑戦・笑顔 ～

人は「見かけによる？」

それとも「よらない？」

校長 舘岡 和人

☆荒々しいプロレスラー
⇒（実は）私生活では穏やかで教養豊かな紳士

★物腰が柔らかく近所付き合いのいいオジサン
⇒（実は）とんでもない組織の親分

”人は見かけによらない” このような例はいくら
でもあります。

しかし、銀行員や医者が、顔つきや服装などの外
見で何となくそれとわかってしまうように、「人は
見かけによる」のも事実です。政治家や商人、職人
などそれぞれ人物、風体にそれらしい雰囲気を漂わ
しています。長年にわたる生活習慣や生き方が顔の
表情やしぐさ、言葉づかいにどうしても現れ、全体
の雰囲気として漂ってきます。

＊ 人は「見かけによるのか」「よらないのか」、
一般的にどっち？

”人は見かけによらない”とはどんなことでしょ
うか。

その人のもつ、「エ、この人こんな人だったん
だ」と意外性を語っていることであり、姿や形で人
を判断してはいけないということでしょう。

しかし、私はやはり「人は見かけによるもの」と
思っています。見かけで判断されることをほとんど
の人が嫌っていると思います。「見かけで人を判断
するなよ～」と。

でも、この世の中、なんか見かけでその人を見て
いるような気がします。ただ誤解しないでほしいの
は、その見かけで「その人の全体を決めつける」と
いうのではありません。その人がどのような心の状
態なのか、どのようなものの考え方をしているのか、
顔つき、服装などに何となく透けて見えてしまうと
いうことでしょうか。

＊ 人の見かけとは？
「人の見かけ」とは、顔つきであり服装であり、

全体がかもし出すその人の雰囲気で、心の内面を語
るものだと思います。

＊ 見かけの悪い人は総じて
・苦しいことや面倒なことから逃れる人
・楽をすることばかりを考えている人
・何か仕事を任されてもいいかげんにしかやら

ない人

このような人は、つらさを乗り越えて味わうこと
のできる充実感を知らず、横着心とずるさが顔に出
て、いつも不満げな表情としまりのない服装で、気
だるい雰囲気を漂わせています。

人から何かしてもらう事ばかりを考え、そして自
分が他の人のために行動しようとしないため、真の
友情や人から感謝される喜びを知らず、また、他の
人をも信じられないため、いつもうたぐり深く皮肉
っぽい言動をしています。

自分の良さや得意を伸ばそうとすることもなく、
人のために尽くすこともせず、自己顕示欲（自分の

存在をアピールしたいという欲求で、自己主張のようなも

の）ばかりが強い人は、他の人とひどく異なる服
装をしてみたり、はみ出た行動をとったり、他人の
ひんしゅくをかいます。

・不満げな表情
・しまりのない服装
・うたぐり深く皮肉っぽい言動
・他の人とひどく異なる服装 をしていて

は、周囲の心ある人から信頼されようもなく、した
がって「孤独感」だけが募ってくるのではないでし
ょうか。これでは寂しすぎます。

＊ 見かけのいい人は総じて
逆に

・ボランティア活動に進んで参加する人
・言葉づかいが丁寧な人
・清掃や自分の仕事に誠実に取り組む人
・苦しい部活動の練習にも一生懸命取り組み、

監督や顧問の先生の助言を謙虚に聞く人
このような人たちは、共通して明るくすがすがし

い表情をしています。その結果として人を引き付け、
いい友だちにも恵まれると思います。

＊ 結局はどっち？
なんだかんだ言っても、やっぱり人は「見かけ」

で判断する部分が大きいと思います。というのは、
「見かけ」がその人の心を何となく物語っているか
らなのです。

中学生ともなれば、良くも悪くも「見かけ」をた
いへん気にします。異性に対する関心もあるし、自
立への芽生えからくる自己顕示力もあって皆さんの
だれもが自分の姿を格好よく見せたがると思います。

でも「格好」とは服装や態度がかもし出す雰囲気
です。自分の格好を気にする前に、あらためて考え
てみてください。

＊ 自分が周囲にどう見られているか。
＊ 自分を周囲にどう見せたいか。 を
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３年生徒向け入試説明会 10/26

前期終業式・後期始業式10/5

■前期終業式と後期始業式では、各学
年の代表生徒が、前期の反省と後期の
目標について、発表しました。

生徒会役員任命式 10/5

■後期の生徒会役員が任命され、続い

て、執行部と各委員会委員長に任命書

が手渡されました。

平成25年度新入生体験入学 10/22

■来年度本校に入学してくる現小６児童に向けての、

「新入生体験入学」がありました。

■生徒向け入試説明会の同日、保護者

向け入試説明会も開催しました。

１年生徒会執行部によ

る学校紹介

工夫した部活動紹介

■１年生の授業参観・体験授業のあと、生徒会執行

部１年生による学校紹介と１年生（放送部は２年生）

による部活動紹介が行われ、小学生に中学校の様子

を詳しく紹介しました。

中学校初任者研修授業 10/3

■今年度、秋田県に勤務する初任者13名が、

本校で授業研修を実施しました。



２年生 キャリア・スタート・ウィーク 10/15-18
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サワイ写真スタジオ サークルＫ昭和 そば処安澄本店
ダイサン

ヤマザキ昭和店 ヤマザキ飯田川店 バイキング パティスリーパルテール

ブルーメッセあきた

ほのぼの苑 わかば園
下虻川郵便局

共和オイル
湖東地区消防署昭和分署

若竹幼児教育センター
佐藤商店

昭和ディサービスセンター

昭和西保育園
昭和東保育園

杉山病院

菅英佃煮本舗 菅原自動車整備工場 管与組 千田佐市商店

八郎潟ハイツ 飯田川郵便局 圓福寺

■10月15日～18日の４日
間、各事業所の皆様に御
協力いただき、２年生の
キャリア・スタート・ウ
ィーク（職場体験学習）
を実施しました。
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日 曜 行 事 等

1 木 学校安全日 市郡教研教科研究会

2 金 ３年実力テスト

文化の日 土曜塾

3 土 能山剣連創立60周年記念剣道大会

（山本体育館）

6 火 男潟南地域生研協ＰＴＡ部会（男鹿海洋）

7 水 生徒総会 学校評議員会

9 金 東北進路指導研究大会

10 土 県秋季柔道大会（～11日）

県小中高児童生徒理科研究発表大会

（秋大） 土曜塾

11 日 剣道昇段審査会（八郎潟中）

12 月 ３年三者面談期間（月末まで）

北海道早来中視察来校

14 水 進路指導委員会

15 木 ３年後期中間テスト 全校集会

16 金 東北理科教育研究大会（本校会場）

17 土 県新人駅伝大会（雄和） 土曜塾

19 月 中1生による2小学校での総合発表

20 火 生徒会委員会

22 木 職員会議

23 金 勤労感謝の日

県秋季剣道大会（県立武）

県秋季バスケットボール大会

24 土 (男鹿体 若美体～25日) 土曜塾

テスト前部活動休止期間 ～28日

26 月 Ⅱ期時間割り開始

学校生活アンケート

27 火 １，２年学習相談

28 水 １，２年学習相談

29 木 １，２年中間テスト 集金日

■秋田県秋季体育大会(10/26現在)

【陸上競技】 9/29-30 鹿角総合運動公園

《女子の部》

共通２００Ｍ ◆第６位 原田みなみ

■陸上競技 10/8

第７回潟上市健康マラソン大会

個人(2.5Km:女子)中学生の部

◆優 勝 安田 玲南

◆準優勝 原田みなみ

■バトントワリング 10/8

全日本バトントワリング選手権秋田地区大会2012

ペアバトン中学生部門

◆第１位

川上 柚歩

菅原 綾香

ソロバトン中学生部門

◆第１位 川上 柚歩

ソロツーバトン中学生部門

◆第１位 川上 柚歩

各種大会の結果

■10月、羽城中学校の玄関に展示された作品です。御協力ありがとうございます。


