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２月号 （№12）
潟上市立羽城中学校
平成２５年 ２月２８日

[学校教育目標] 正しく生きる ～ 克己・挑戦・笑顔 ～

得意と失意 喜劇と悲劇 山と谷

校長 舘岡 和人

いよいよ、高校入試が近づいてきました。準備
万端で自信満々の人もいれば、勉強が手につかず
自信喪失の人もいるのではないでしょうか。

○ 夢に近づいた
人は大なり小なり、夢や希望を追いかけて生き

ています。夢も希望もない世の中であったり、人
生であったりすれば、ふと我を振り返った時、む
なしさを感じるのではないでしょうか。夢や希望
なので、当然実現する時もあれば、実現しない時
もあります。

３年生の皆さんに、「今、あなたの夢や希望は
何？」と聞けばさしあたり、「第１志望の高校に
合格することです」と答えるでしょう。もうすで
に合格を決めている人は、「高校で○○を頑張っ
て、□□になる」と答えるでしょう。

すでに、前期試験などで公立高校や私立高校で
第１志望校に合格を決めた人は、どんなにか嬉し
い気持ちになったことでしょうか。合格までの努
力が大きければ大きいほど、報われた時の喜びも
大きいと思います。嬉しさが顔一杯現れている様
子が想像できます。夢に一歩近づきました。

○ 次へのステップのため「ぐっ」と心に
しかし、合格した喜びに有頂天になり、周囲に

自慢したり我を忘れて舞い上がったりすれば、嫌
味になったり愚かさをさらすことによって反発を
買うことにもなりかねません。ましてや、周囲に
不合格になった人がいれば、他の人たちはその人
に気を遣い、あからさまに喜んだりはできません。
だから、合格して得意の絶頂にあっても決して有
頂天にならず、喜びを心の内に収め、次のステー
ジでのさらなる飛躍をめざして、いつも以上に毎
日を平静な心で頑張ることが必要なのではないで
しょうか。（ちなみに本校にはこれまで、そのような生徒は

いませんでした）

○ 気持ちはわかるが…
一方、力及ばず運にも見放されて不合格になっ

てしまう人もいると思います。受験をしたからに
は合格を願うのが当然ですから、不合格となれば
気持ちの落ち込みは察するに余りあります。四字
熟語にあてはめると、意気消沈という言葉が浮か
びます。がっかりして気持ちが落ち込み、暗く元
気のない様子のことです、中には意気消沈どころ

か、感情を失って呆然としたり、感情が爆発して
声をあげて泣いたりしてしまう人もいると思いま
す。そうなると、周囲の人たちはかける言葉を失
います。したがって必要以上に嘆き悲しんだり、
落ち込みを引きずったりすれば、いたずらに周囲
を暗くし迷惑をかけることになってしまいます。
同情はしてくれるでしょうが、周囲の同情は「か
わいそう」という気持ちの現れでしかありません。
いくら同情を集めたところで、本人が「このまま
終われるか、この次を見ていろ」という気になら
なければ、何もならないのです。

高校受験は人生の最終目標ではないのです。こ
れから始まる長い人生の歩みにどれほどの影響が
あるというのでしょうか。人生の目的が「幸せを
求めること」とするなら、幸せというゴールの形
も方向も様々であり、そこに至る道も様々です。
そう考えれば失敗を一つの教訓と受け止めて次に
備えればいいのです。失敗してもそれにとらわれ
ず、引きずらず、動じない気持ちが自分を高め、
周囲を安心させるのです。

○ 得意と失意 喜劇と悲劇
人は希望が叶ったり、目標を達成したりすると

得意になり、それができないと失意に沈みます。
人生は「得意」と「失意」の連続です。そして今
は学校で先生方や友だちに囲まれ、善意に満ちた
温かい環境に身を置いていますが、高校でも社会
でも善意に満ちた友だちより、ライバルに囲まれ
ることの方が多くなると思います。

人の心は厄介なもので、「喜劇」と「悲劇」が
背中合わせであるように、他人の不幸は自分の幸
せ、という部分がないわけではありません。人間
ドラマかもしれません。

そうした中で、得意になることでひんしゅくを
買ったり、また、失意に陥ってひんしゅくを買っ
たりすることは大いにあり得ることです。得意で
あっても有頂天にならず、失意の中でも落ち込ま
ず、平静な心をもち続け、次のステージに備える
ことこそ大切なのではないでしょうか。

○ 山と谷
得意である時に、淡然とふるまうことはさほど

困難なことではありませんが、失意の時、一人泰
然とふるまうことは、大変難しく辛く苦しいこと
です。しかし、それを乗り越えて、進路を決定し
なければなりません。「山」あり「谷」ありで、
多くの荒波にもまれて乗り越え、生きていかなけ
ればなりません。

でも、必ず、光は差し込みます。
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～２月２７日午後、本校において上記二賞の授与式が行われました。～
羽城中学校教育後援会

「栄光賞」の規定：今年度、次の規定に該当する卒業生徒（３年生）を「栄光賞」として表彰する。
１ 運動部関係：本校部活動所属生徒

(1) 潟上市・南秋田郡体育大会（春季・総合）において、優勝した団体又は個人
(2) 秋田県中体連主催の全県大会（春季・総合）において、３位以内の団体又は個人（ベスト８

は除く）
(3) 中体連主催の東北大会、全国大会に出場した団体又は個人
(4) 連盟、競技団体主催の大会については、表彰対象としない。
（※団体の場合は、大会登録メンバーいかんを問わず、その部の３年生部員全員を対象とする。）

２ 運動部関係：地域スポーツ・クラブ所属生徒
(1) 全県大会において、優勝の団体又は個人
(2) 東北大会・全国大会において、３位以内の団体又は個人

【団体の部】
〔 野 球 〕市郡総体優勝 県少年野球大会ベスト８

菅原一輝 菅原正文 舘岡雄 船木大和 加藤広大 鎌田樹 鎌田優人 小林樹 奈良拓真 南都幹央
藤原悠斗 安田隼也 大淵涼介 加賀谷瑞希 佐々木陸 菅原大輝 鈴木大雅 松橋大地 （18名）

〔女子バスケットボール〕市郡春季優勝 市郡総体優勝 県総体ベスト８
小玉望乃梨 小林蘭 佐藤愛莉 三浦彩恵 （4名）

【個人の部】
〔男子陸上〕菅原 綾記（市郡春季共通走高跳1位 市郡総体共通四種1位）

原田 大地（市郡春季3000M1位）
近藤 海都（市郡総体共通走幅跳1位）

〔女子陸上〕佐々木彩乃（市郡春季・総体共通800M1位 市郡総体共通1500M1位
市郡春季共通4×100MR1位 県総体共通800M1位 東北・全国大会出場）

菅原 瑠奈（市郡春季・総体共通走高跳1位 市郡春季共通4×100MR1位）
伊藤 有莉（市郡春季共通4×100MR1位 市郡総体3年100M1位）
進藤日南子（市郡春季共通4×100MR1位）

〔女子柔道〕小笠原佑希（市郡春季階級別1位 県総体階級別3位）
菅原 千聖（市郡総体階級別1位）

〔バトントワリング〕
川上柚歩（全日本バトントワリング選手権秋田地区大会ペアバトン中学生部門1位

ソロバトン中学生部門1位 ソロツーバトン中学生部門1位） （9名）
栄光賞32名

「奨励賞」の規定：次の規定に該当する３年生生徒を「奨励賞」として表彰する。
１ 文化部関係：本校部活動所属生徒

(1) 潟上市・南秋田郡文化団体主催のコンクール等で、優勝又は優秀賞及び同等の団体又は個人
(2) 全県レベルのコンクール等で３位以内又は入賞及び同等の団体又は個人
(3) 東北大会、全国大会出場の団体又は個人

２ 文化部関係：個人的活動（作文、書道、珠算等）
(1) 潟上市・南秋田郡文化団体主催のコンクール等で、優勝又は優秀賞及び同等の団体又は個人
(2) 全県レベルのコンクール等で３位以内又は入賞及び同等の団体又は個人
(3) 東北大会、全国大会出場の団体又は個人

【団体の部】
〔吹奏楽部〕全日本吹奏楽コンクール秋田県中央地区コンクール大編成金賞 県コンクール銀賞

伊藤舞衣加 大石佑規子 竹内比香理 三浦真衣 横谷早織 瀬下夏帆 冨樫京香 福本紗彩
池田優香 伊勢里音 伊藤園子 鎌田みのり 齊藤千夏 関山理愛 南都歩実 畠山千里（16名）

〔科学部〕市郡理科研究発表大会優秀賞 伊藤貴哉 進藤魁人 菅原源 舘岡駿 （4名）

【個人の部】
〔放送〕菅原加琳（県中学校放送コンテストアナウンス部門最優秀賞

ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト決勝進出）
〔書道〕菅原源（郡市席書大会条幅金賞 県席書大会条幅銀賞）

小林蘭（郡市席書大会半紙金賞〕
〔美術〕髙橋加奈子・永井拓弥（県児童生徒美術展 平面の部 優良賞） （重複除き4名）

奨励賞24名

H２４ 栄光賞・奨励賞 受賞者
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栄光賞・奨励賞表彰規定内規

羽城中学校教育後援会

Ⅰ 次の規定に該当する３年生生徒を「栄光賞」として表彰する。

１ 運動部関係：本校部活動所属生徒

(1) 潟上市・南秋田郡体育大会（春季・総合）において、優勝した団体又は個人

(2) 秋田県中体連主催の全県大会（春季・総合）において、３位以内の団体又は個人（ベスト８

は除く）

(3) 中体連主催の東北大会、全国大会に出場した団体又は個人

(4) 連盟、競技団体主催の大会については、表彰対象としない。

（※団体の場合は、大会登録メンバーいかんを問わず、その部の３年生部員全員を対象とする。）

２ 運動部関係：地域スポーツ・クラブ所属生徒

(1) 全県大会において、優勝の団体又は個人

(2) 東北大会・全国大会において、３位以内の団体又は個人

Ⅱ 次の規定に該当する３年生生徒を「奨励賞」として表彰する。

１ 文化部関係：本校部活動所属生徒

(1) 潟上市・南秋田郡文化団体主催のコンクール等で、優勝又は優秀賞及び同等の団体又は個人

(2) 全県レベルのコンクール等で３位以内又は入賞及び同等の団体又は個人

(3) 東北大会、全国大会出場の団体又は個人

２ 文化部関係：個人的活動（作文、書道、珠算等）

(1) 潟上市・南秋田郡文化団体主催のコンクール等で、優勝又は優秀賞及び同等の団体又は個人

(2) 全県レベルのコンクール等で３位以内又は入賞及び同等の団体又は個人

(3) 東北大会、全国大会出場の団体又は個人

Ⅲ その他

上記に属さない大会等で優秀な成績を収めた場合は、関係者で協議の上、決定する。

付記

この内規は、平成２４年１月１日より適用する。

運用にあたり、以下の２項を適用する。

１ 陸上競技においては、団体ではなく個人のみを対象とする。

２ 書道、美術、珠算、文芸については、それぞれ以下の大会での入賞を対象とする。

・県席書大会 県児童生徒美術展 県珠算競技大会 青少年読書感想文コンクール

《 ２月２７日に本校視聴覚ホールで行われた授与式の様子 》
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日 曜 行 事 等

1 金 学校安全日

3 日 かたがみの環境を考えるシンポジウム

5 火 公立高校一般選抜 1，2年まとめテスト

6 水 同窓会入会式、3年生を送る会、式予行・準備

7 木 卒業式

8 金 水曜授業 職員会議

10 日 バレーボール1年生大会（天南中）

12 火 公立高校一般選抜合格発表

13 水 生徒会委員会

14 木 教育後援会会計監査・評議員会

15 金 校内研修会

16 土 東北中学校柔道大会（盛岡市～17日）

20 水 春分の日

21 木 修了式

22 金 公立高校２次募集選抜

23 土 吹奏楽ジョイコンサート（県民会館）

25 月 公立高校２次募集合格発表

26 火 新入生学級発表・物品配布

27 水 ＰＴＡ・給食会計監査

28 木 離任式 新２,３年生学級発表、下足教室備品移動

■バスケットボール
第３回由利本荘市中学校選抜
バスケットボール競技大会 1/27
《 男子 》 ◆第三位

■サッカー
第２回潟上市中学校冬季強化交流
フットサル大会 1/27
◆準優勝 羽城中学校Ｂチーム
◆第３位 羽城中学校Ａチーム

■剣道
第８回潟上カップ剣道大会 1/19
中学校男子１年生の部
◆第三位 澤井 敬和 鎌田 歩夢
中学校女子の部
◆第三位 佐々木あすか

第17回秋田県中学生・高校生
学年別剣道大会 2/16
◆ベスト８ 鎌田 歩夢

■卓球
第26回男鹿・潟上・南秋中学校
学年別卓球選手権大会 1/27

種目１部１年男子 ◆準優勝 中村 周平
種目２部１年男子 ◆準優勝 鐙 一那
種目２部２年男子 ◆優 勝 佐藤 玄武

〃 ◆第３位 菅原 裕輔

■柔道 2/24
第27回柔整旗争奪全県小・中学校柔道大会
◆敢闘賞(ベスト８) 菅原実沙絵

■珠算
全国珠算競技大会そろばんクリスマスカップ
H24 12/23
読上暗算競技中学生の部◆優勝 石澤真太郎
読上算競技中学生の部 ◆優勝 石澤真太郎
個人総合競技中学生の部◆26位 石澤真太郎
個人総合競技中学生の部◆優良賞石澤真太郎

■書道
第59回全国少年新春書道展
明治神宮書道会会長 1/5
◆特 選 小林 蘭

第４回秋田県
新春書初め席書大会 1/12
◆推 薦 小林 蘭

■美術
第24回秋田県読書感想画
コンクール中学校の部
◆優秀賞 上道ゆかな
◆優良賞 上道さくら
◆入 選 伊藤 幸乃

〃 菅原 綾香
〃 半田 沙織

■健康 2/7
潟上市・南秋田郡学校保健大会
健康生活推進顕彰児童生徒
◆鎌田 優人
◆小笠原佑希

各種大会等の結果

■２月、羽城中学校の玄関に展示していただいた

作品です。御協力ありがとうございます。

《 陶芸 》伊藤 久美子さん

《 布絵 》三浦 信子さん


