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～ 子は宝でも、王様ではない ～
校長 舘 岡 和 人

◆ 家庭は教育の拠点

子ども(生徒)を一家の王様には○○○！

「家では、いい子どもなんです」

「昔は、こんな子でなかったのに」

「本当は優しい子どもなんだけど…」

「根は悪くないんだが…」

こんな会話をする時があります。その子ども（生

徒）に求める「良い子(生徒)」のレベルに差はあ

るにせよ、確かに「良い子(生徒)」なのかもしれ

ません。しかし、「普通」に生活をしている子ども

(生徒)に対しては、このような話は出てこないは

ずです。できれば、お互いしたくないものです。

学校、特に社会では、「家ではいい子どもです」は

通用しないと思います。

◆ 子ども(生徒)は家の子、地域の子

隣の学校に異動すれば、「打倒 羽城！」と叫ぶ

かもしれませんが、私たち教師は皆、赴任すれば

ここが“自分の学校”になります。

保護者の皆さんと地域の人は、ずうっと羽城の

人です。羽城中の生徒は、保護者の皆さん方の子

どもで、将来、この生徒たちが皆さん(親)を養い、

羽城や潟上を支えます。子ども(生徒)を良い子に

することは何よりの財産になります。だから、親

やお年寄や弱い人、幼い人を大切にするような良

い子に育てなければいけないのです。

子ども(生徒)は近いうち社会人となります。社

会人としての態度、習慣、言語、言動、身なりは

日常において絶えず育てていくべきものです。人

柄の育たない子ども(生徒)は、社会でも大人とし

て生きてはいけないと思います。

◆ 母への手紙

目をつぶって、今日の我が家の夕食時の様子を

想像してみましょう。テーブルの上にはどんな料

理があがっているでしょうか。どんな雰囲気で誰

と一緒に食べているでしょうか。家の人がいて、

顔はみんな笑っている。皆さんの想像が、明るい

笑顔でいっぱいだといいなぁと思います。

しかし、世の中にはそうでない家庭もあります。

寂しく、暗い雰囲気での夕食もあるかもしれませ

ん。しかし、笑顔が少なかろうが、寂しかろうが、

そんなことには負けないで、家を明るくしてしま

うすごい力を発揮する人が家族の中にいます。そ

れは「子ども」です。本当にあった話です。

事故で父親が急に亡くなった家庭がありました。

母親と二人の子どもが残されました。母親は朝早

くから夜遅くまで必死に働きましたが、当然のこ

とながら生活が苦しい毎日が続きました。

母親は仕事をしているため、食事は兄（小５）

がつくりました。しかし、生活は良くなりません。

徐々に苦しくなっていきました。疲れ果てた母親

は、苦しさに耐えきれず、ある夜、死んでしまお

うと決意しました。

その朝早く、母親は鍋に豆を入れて水に浸しま

した。そして豆の煮方を書いた手紙を置いて、ま

だ暗い中、仕事に出て行きました。

やがて、夜遅く仕事から帰ってきました。もう

子どもたちは寝ていました。母親は子どもたちを

じっと見ています。その手の中には、死ぬための

薬のビンが握られていました。母親の目から涙が

ポロポロと流れ落ちました。ふと、兄の枕元にあ

る手紙に気が付きました。「お母さんへ」と書いて

あります。手紙を読みました。

「お母さん、僕は一生懸命に豆を煮ました。で

も弟(小３)は、しょっぱいと言って、ご飯に水を

かけて食べて、寝てしまいました。ごめんなさい。

お母さん、お願いです。僕の煮た豆を一粒食べて

みてください。そして明日の朝、もう一度、豆の

煮方を教えてください。いくら早くてもいいから

起こしてください。お母さん、ご苦労でした。先

に寝ます」

お母さんは声を出さずに泣きました。そして、

死ぬことをやめようと決めたのでした。

翌朝、母親は兄と一緒においしい煮豆をつくり

ました。弟は「おいしい、おいしい」と言って食

べました。煮豆だけのおかずでも、それは温かく

明るい食事でした。母は子どもの手紙で豆を一粒

包んで、肌身離さず持ち歩きました。それがあれ

ばどんなに苦しくても元気になれたからです。
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子どもの頑張る姿ほど、親を、家庭を元気にす

るものはありません。

◆ 宝と王様

宝は旧字体で寶と書きます。王様と缶(土器)

と貝(貨幣)とを合わせて、屋根の下に大切にしま

う様子を表したものです。子ども(生徒)は大事で、

かわいい。しかし、一家の王様にしてしまえば、

いつしか子は、道を踏み外してしまうことに…

なりかねません。

宝だけれど、王様ではないのです。子どもは…。

７月13日(土)から15日(月)までの３日間、県

北地区を主会場に「感謝の心を力にかえて 魂

燃やせ 秋田の子」のスローガンの下、第62回

秋田県中学校総合体育大会が開催されました。

羽城中生は潟上・南秋の代表として、それぞ

れの競技に全力を尽くすとともに、競技上のル

ールやマナーをよく守り、全県の中学生の模範

となる態度や行動をとり、賞賛されました。

残念ながら東北大会出場の夢は、団体競技で

は叶いませんでしたが、個人競技の陸上競技、

水泳競技で東北大会へ駒を進めることができま

した。更に努力を重ね、羽城中生の力と技、そ

して心意気を東北の地でも見せてほしいと思い

ます。

県総体入賞おめでとう

【陸上競技女子】

共通200ｍ 第２位 ３年 原田みなみ(東北大会出場)

【水泳男子】

200ｍ自由形 第３位 １年 菅原 慎(東北大会出場)

400ｍ自由形 第５位 １年 菅原 慎(入賞)

次には、ベスト８以上の成績を紹介します。

【柔道女子団体】ベスト８

２回戦 ○羽 城 １ － １ 秋大附属
(代表戦)

準 々 決 勝 羽 城 ０ － １ 勝 平○

【剣道男子団体】ベスト８

予選リーグ

１戦目 ○羽 城 ４ － ０ 桜

２戦目 ○羽 城 ３ － １ 横手南

決勝トーナメント

１回戦 ○羽 城 ２ － １ 仁賀保

準 々 決 勝 羽 城 ０ － ４ 山 王○

～県総体にて羽城中生健闘～

剣道男子個人(県剣道連盟表彰)

優秀選手賞 ２年 鎌田歩夢

【その他大会・コンテストの活躍】

□ 秋田県珠算競技大会(7/7)

中学生部門

個人競技(総合) 優勝

読上算競技 優勝

読上暗算競技 優勝

２年 石澤真太郎

□ 秋田県中学校放送コンテスト(7/16)

アナウンス部門

最優秀賞・NHK秋田放送局長賞

・秋田県教育長賞

３年 阿部美月

本校生徒会の伝統的な活動「資源回収」に向

かうときの気持ちと、回収後の爽快感を臨場感

たっぷりに表現しました。審査員からは、「見

事ですばらしい」と絶賛されました。

優秀賞 ３年 原田彩乃

朗読部門

優秀賞 ３年 湊 彩香

全日本吹奏楽コンクール第55回秋田県中央地区

大会が、７月14日(日)に秋田県民会館において

開催されました。

演奏曲は、課題曲「エンターテインメント・

マーチ」と、自由曲「花の香」でした。

課題曲では、マーチのテンポを保ちながら各

パートの縦の線を合わせて、自由曲では、強弱

を付けて表情豊かに演奏することができました。

審査講評において、各審査員からは「全体的

によくまとまったサウンドだった。」「豊かな響

きの演奏で、音楽的にもしっかり表現できてい

る。」など、今回の演奏について多くの賞賛の

声が聞かれました。

今回の演奏の成果と課題を基に、より美しく

華やかな羽城中サウンドを目指していきます。

全校生徒の皆さん、そして保護者の皆様、これ

までの応援本当にありがとうございました。

なお、県大会は８月10日(土)16:20演奏です。

【吹奏楽部壮行演奏会】

～吹奏楽部見事！ゴールド金賞～



７月１日(月)には、潟上湖東地区保護司会会

長の新野建臣様はじめ16名の役員の皆さんが、

８日(月)には、潟上市教育委員会委員長の加藤

裕一様はじめ10名の皆さんが、授業を熱心に参

観しました。

本校生徒の授業の様子を参観しながら、「生

徒は真面目に意欲的に授業に取り組んでいる。」

「校内の掲示や展示がすばらしく、学校がとて

も明るい感じがする。」「先生方が昨年度より元

気で、若々しく授業をしている。」などお褒め

の言葉を多数頂きました。

いずれも校長が、今年度の学校経営について

説明し、生徒の良好な状況を伝えました。

保護司の皆さんからは、「生徒が地域の中で

健やかに成長し、社会を明るくするためには、

保護者・地域と学校が協力することが大切だと

思う。この後も羽城中生徒のためにご協力をお

願いしたい。」とお願い及び激励がありました。

最後に、生徒全員に「社会を明るくする運動」

のパンフレットとシャープペンシル、ティッシ

ュペーパーを頂きました。どうもありがとうご

ざいました。大切に使わせていただきます。

【熱心な授業参観】 【学校との情報交換会】

７月３日(水)に、夏季休業前の授業参観及び

学年・学級ＰＴＡ懇談会を実施しました。

授業参観は、県総体壮行会及び吹奏楽コンク

ール県中央地区大会の壮行演奏会を行いました。

なお、８日(月)には秋田県中学校放送コンテ

ストが実施されることから、放送部員へも温か

く大きなエールが贈られました。

今回の壮行会の応援を担当したのは、市郡総

体で残念ながら県大会出場を逸し、涙を飲んだ

３年生男子でした。出場する選手及び部員には、

自分たちの分まで活躍してほしいという強い願

いが込められていました。気合いの入ったすば

らしい友情応援でした。

学年ＰＴＡでは、４月からこれまでの生徒の

生活や学習における成果と課題を和やかに話し

合いました。また、夏季休業中を健康で、有意

義に過ごすための目標や手立て、留意事項等を

保護者と共に確認しました。

～保護司会・市教育委員訪問～

～授業参観及び学年・学級P T A ～

【心を込めた友情応援】 【熱心な学年ＰＴＡ】

学校支援地域本部事業の趣旨については、前

号でお知らせしましたが、今月は「七夕」にち

なんで、２日(火)に七夕絵灯籠を玄関ホールに

展示しました。貴重な作品を提供していただい

たのは、飯田川飯塚の飯塚モータース社長、伊

藤悟さんです。本当にありがとうございました。

この七夕絵灯籠は、秋田県湯沢市の絵灯籠祭

りの際に飾られるものです。湯沢の七夕絵灯籠

祭りの始まりは、秋田藩佐竹南家五代目に、京

都から姫君が御輿入れされた時と言われていま

す。京都への郷愁を、五色の短冊に託し、青竹

に飾り付けたのだそうです。三百年の伝統を誇

る幻想的なお祭りの雰囲気を生徒・保護者・職

員、そして本校に足を運んだ多くの来客がこの

秀作を堪能しました。本校にお出での際は、是

非お楽しみください。

お子さんの夏休み中、次の日を除いて学校に

は職員が勤務しています。

土・日曜日 及び ８月13日(火)、14日(水)

［潟上市小・中学校の学校閉鎖日］

なお、職員研修のために学校を離れて勤務す

る場合が多いことから、ご相談等のある場合は

あらかじめお電話をお願いします。

また万が一、事故等があった場合は、すぐ学

校(学級担任)へご連絡ください。詳細は本校発

行の「生徒指導だより」及び「夏休みのしおり」

を参照してください。

学校 TEL 877-3211 FAX 877-3267

※ 市学校閉鎖日は、スポ少、部活動の一斉休

止日とし、お子さんが家庭・地域で過ごす日

となります。

～七夕絵灯籠を堪能しました ～

～夏季休業中の緊急連絡先等について～



７月11日(木)には、今年度第１回目の学校評議員会を開催しました。評議員の皆さんは、５校時

目の授業を熱心に参観しました。本校生徒の授業の様子を参観しながら、「どの授業も明るくて、

生徒は学習に意欲的である。」「生徒の絵や作品が多数掲示されていて気持ちがよかった。」などお

褒めの言葉を頂きました。

また、校長の学校経営説明に対し、「学校経営のスローガン『教室は

間違うところ、そして、OBERUVE(オベルヴェ)』は、発表の機会を増や

そうという意図が伝わってくる。今日の授業でもよく表れていた。」「各

学級に『羽城きらめきプラン』などが掲示されていて大変よかった。是

非しっかりとした学習習慣を身に付けてほしい。」と激励されました。

《平成25年度あきた型学校評価「学習指導」について》

重 点 目 標 あたたかな関わり合いの中で、分かる喜びがある授業の構築

平成２４年度秋田県学習状況調査において、次のような結果であった。

現 状 設 問（選択肢） 現２年生 現３年生

勉強が好きだ（つよくそう思う）
本校 2.1％ 2.7％

全県 8.7％ 5.9％

自分にはよいところがある（あてはまる)
本校 7.3％ 13.5％

全県 22.1％ 19.2％

「勉強が好きだ」という設問で、両学年とも県平均よりも低くなっている。

分かる喜びがある授業を実践することで、勉強が好きになっていくと考える。

「自分にはよいところがある」という設問でも、両学年とも県平均よりも

低くなっている。特に現２年生が県平均よりも大きく下回っている。

学年・学級において、あたたかな人間関係づくりを構築し、自己有用感を醸 Ｐ

成する必要がある。

「勉強が好きだ」という項目は、現２、３年生ともに５ポイント上昇

具体的な目標 (現２年生は2.1％→7%、現３年生は2.7%→8%)となるようにする。

「自分にはよいところがある」という項目は、現２、３年生ともに５ポイ

ント上昇(現２年生は7.3％→12%、現３年生は13.5%→19%)となるようにする。

・協同による学習の充実

目標達成のた ・学習意欲を高め、持続するための教材や学習過程の工夫

めの方策 ・道徳や特別活動、羽城タイム（総合的な学習の時間）を通したあたたかな

人間関係づくりの構築

・各自の役割を果たしつつ、他者と協力・協同するために、授業において「聞

具体的な取組 く・話す・書く」活動を定着することを通して、相手の意見を聴いて自分

状況 の考えを正確に伝えることができるとともに、間違いを恐れずに自分の意

見を述べることができるようにする。

・目的・目標をもたせるために、全ての授業において生徒の「めあて」を提

示する。 Ｄ

・失敗を恐れず、主体的に学び続けることのよさを理解するために、知的好

奇心が湧くような教材や実社会との関連を図った教材を用いる。

・あたたかな人間関係づくりを構築し、自己有用感を醸成できるようにする

ために、道徳や特別活動、羽城タイムを通して他者理解と自己理解を育む。

～学校評議員会開催～


