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～ 高いところに登ればよく見える ～
校長 舘 岡 和 人

◆ これからが長い

時間が経つのは早いもので、待ち遠しくして

いた夏休みも終わりました。夏休みが楽しく充

実していたことは、生徒の表情やたくさんの話

の中から十分に伝わってきました。

この後の大きな行事(予定)として、校内競技会

（8/30）、市郡秋季大会(9/14～15)、前期期末テス

ト(9/20)、羽城祭(10/6)、生徒会役員改選(10/11)、

秋季休業(10/12～16)、キャリ・アスタート・ウ

ィーク（2年10/21～24）、後期中間テスト（3年

11/14）、後期中間テスト（1～2年11/28）、県学

習状況調査（1～2年 12/5）、冬休み前集会（12

/25）等など…。大きな行事だけでも、ざっとこ

んなにあります。

夏休みは終わりました。その気分で過ごして

いる人はいませんか？気になるところです。

◆ 何のためのテスト

この期間、大きなテストが３回、小さな課題

テストは数多く行われます。テスト前はどのク

ラスもピーンと張りつめた緊張感があったのに、

テスト後となったら、その緊張感とは正反対に

“ゆるんで”といった姿、ないでしょうか。

テスト前に勉強するには当然として、終わっ

たら身が入らないというのでは、何のために勉

強するのか分かっていないということになりま

す。校内のテストにしろ、高校入試にしろ、テ

ストは出来ないよりは出来る方が良いに決まっ

ています。しかし、テストそのものは勉強の目

的でもなく、目標でもないはずです。

勉強の目的とは、

① 自分の得意や適性を知る

② 社会で生きていく術を身に付ける

③ 人生をどう生きるか見付け出す

まだ他に理由があるかもしれません。抽象的

で分かりにくいかもしれませんが理由はこうな

ると思います。

◆ 高校入試の合格者と不合格者の境目は

【合格した人】

○１ 先生を信じ授業を頑張った人

○２ 英語を毎日やった人

○３ 数学をあきらめなかった人

○４ 教科書をきちんと最後までやった人

○５ 遅刻や欠席の少なかった人

○６ 目標がぶれなかった人

○７ できるだけ学校で勉強した人

○８ 質問が多い人

○９ 自学自習ができる人

○10 気持ちの切り替えがうまい人

【不合格になった人】

×１ 苦手教科をそのままにしておいた人

×２ 携帯やゲームと決別できなかった人

×３ 日によって勉強時間にムラがあった人

×４ 教科書より参考書に飛び付いた人

×５ 「何とかなるさ」と甘く見ていた人

×６ 授業を怠けて、なめていた人

×７ 板書を写して勉強したと勘違いした人

×８ 基本的にスタートが遅かった人

×９ 第一志望がフラフラしていた人

×10 勉強時間の絶対量が不足していた人

＊○２英語を…、○３数学を…に注目

＊どんな試験でも受験は英語で決まります

＊×２携帯との付き合い方に注目（携帯はしょ

せん機械。機械に振り回されて、機械に使われ

て、人生の道筋がずれるなんてバカらしい）

◆ テスト後は「楽観派」？ 「悲観派」？

テストが終わった後、何かしら結果が気にな

るものです。えてしてテスト後は、“ゆるんで”

開放感で楽観的になるものです。

生半可で中途半端な実力でテストを受けると、

できなかったところは別に気にしないで、「で

きたところばかり」に目がいって、ある程度で

きた気になり、楽観的になってしまいます。

十分に頑張った人は、逆に「完璧にできなか

った」「あの問題が分からなかった」と悲観的

になります。そういった気持ちになると悔しさ

が芽生えてきます。それが次につながる、よい

兆候です。

校 報

青 雲



◆ 高いところに登れば

折々のテスト結果は、自分を振り返るところ

に意味があると思います。点数に一喜一憂する

より、点数が良ければよいなりに、悪ければ悪

いなりに結果を素直に見つめ、自分の状況を考

えてほしいと思います。

「知らなかったことを知る」「出来なかったこ

とが出来るようになる」ということは、より高

いところに登れば、より遠くが見えるようにな

り、周囲（世界）の見え方が違ってきます。世

界が広がります。

この繰り返しと積み重ねで、「いかに生きる

か」を見付けるはずです。しいては、「幸せ」

につながると思います。

夏休み中も羽城中生は運動部、文化部、各教

科作品、習い事などに大活躍しました。

□東北陸上競技大会(8/9～11)

女子共通200ｍ ３年 原田みなみ 28"03

予選通過はできませんでしたが、全力を尽くすこと

ができました。応援ありがとうございました。

□東北水泳競技大会(8/9～11)

男子200ｍ自由形 １年 菅原 慎 2'16"08

予選通過はできませんでしたが、まだ次の大会が多

数あるので全力で頑張りたいと思います。

□ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト(8/6)

３年 阿部美月、原田彩乃、湊 彩香

残念ながら入賞はできませんでしたが、レベルが

高く中学生活で最もよい思い出になりました。

□全日本吹奏楽コンクール秋田県大会(8/10)

銅 賞

結果は銅賞でしたが、最高の仲間と満足のできる演奏を

することができました。応援ありがとうございました。

□全国珠算競技大会(8/8)

２年 石澤真太郎 読上暗算競技 第８位

□東北７県珠算競技大会(7/30)

中学生部門 ２年 石澤真太郎

読上算競技 優 勝

読上暗算競技 優 勝

フラッシュ暗算競技 第２位

個人総合競技 第３位

□潟上南秋創造ものづくり教育フェア(7/27)

優秀賞 ２年 宇瀬彩月（エコ・バッグ）

優良賞 ２年 澤田佳希、菅原久世、鈴木裕斗

□全県席書大会(8/6)

条幅の部 金賞 １年 菊地美貴

半紙の部 銀賞 ２年 鷲谷京香

□潟上南秋席書大会(7/23)

半紙の部 金賞 菊地美貴、鷲谷京香

～夏休み中も羽城中生大活躍～

銀賞 三浦佳歩、小林礼奈

加藤頌大、南本若菜

条幅の部 金賞 菊地美貴

銀賞 田仲 新、鷲谷京香

小林礼奈

□秋田市中学校新人軟式野球交流大会(8/18)

優 勝

夏休み明け初日の８月26日(月)は、学年ごと

に課題テストや実力テストを行いました。

テスト終了後の６校時には全校集会を開き、

夏休み中にあった各種大会・コンクールの表彰

及び生徒発表を行いました。

１年代表の佐々木咲理奈さんは「宿題が多か

ったが頑張って取り組んだ。部活動も本当に充

実していた。次のステージに向けて頑張りたい。」

と充実感を強調しました。

２年代表の安田朔也さんは「部活動では最初

の頃はあいさつもよくできなかったが、秋田市

の大会に参加し優勝することで自信をもつこと

ができた。市郡の新人戦では是非優勝を目指し

たい。学習に集中することはもちろん、羽城祭

では新聞コンクールの担当なので役割を果たせ

るよう頑張りたい。」と成長を強調しました。

３年代表の三浦奏子さんは「毎日５時間勉強

に取り組んだ。特に苦手克服に力を入れた。こ

の後も受験を意識して学習に集中していきた

い。」と受験生の自覚を強調しました。

登校する生徒の表情はとても明るく、この夏

休み中に心身ともにたくましく成長したことを

実感できました。この後、校内競技会、市郡新

人戦、前期期末テスト、そして前期を締めくく

る羽城祭が予定されてい

ます。生徒一人一人の活

躍が楽しみになってきま

した。期待しています。

８月18日(日)は町内生徒会とＰＴＡ環境部が

協力して、毎年恒例の学区内資源回収を行いま

した。当日は好天に恵まれ、朝８時前には各町

内ごとに集合し、町内生徒会リーダーの指示の

下、参加者全員の士気を高めて全員で資源回収

に当たりました。今年は回収業者の都合により、

空き瓶は回収できませんでしたが、古紙や空き

缶などを中心に大型トラックで数回往復するほ

ど大量に回収することができました。参加した

生徒の表情は晴天の青空と同様、明るく、さわ

～資源回収ボランティア活動 ～

～ 無事が何より、全員元気に登校 ～



やかで、気持ちのよい汗を流していました。こ

の活動を通して、ボランティア活動の意義を理

解するとともに、ふるさとを愛する心を着実に

育んでいました。一緒に活動していただきまし

たＰＴＡ環境部員の皆様、各町内会の保護者の

皆様本当にありがとうございました。また、各

町内会ごとに保護者の皆様から軽トラックも多

数出していただきまして本当にありがとうござ

いました。

終わりの会は、本校体育館において参加者全

員で行いました。最後にＰＴＡを代表して、会

長の加藤治様、ＰＴＡ環境部長の松塚浩様が参

加した全員に慰労と感謝の言葉を贈り、無事今

年度の事業を終えることができました。

【大量の資源回収】 【慰労と感謝の言葉】

８月25日付け秋田魁新報でも大きく報じられ

ましたが、本校２年石澤真太郎さんが８月８日

京都市で行われた全国珠算教育連盟主催の全日

本珠算選手権大会に秋田県・東北代表で出場し、

読上暗算競技において見事８位に入賞する快挙

を成し遂げました。

これまでの県大会や東北大会では、中学生の

部で競い合い何度も優勝を重ねてきましたが、

今回の大会は中学生から大人までが競う全国ト

ップレベルの大会での上位入賞です。秋田県で

は数十年ぶりの入賞です。

夏休み明けの全校集会

でも成績を紹介され、こ

の快挙を全校生徒でお祝

いしました。

夏休みに入る直前にこれまで４年間本校に勤

務していたＡＬＴ(英語指導助手)のデルマーさ

んとお別れしましたが、夏休み明け初日８月26

日(月)には新ＡＬＴのジョン・レノンさんが本

校に赴任し、あいさつをしました。ジョンさん

さんは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州

出身の26歳です。趣味はスポーツや読書、文筆

や外国語、テレビゲームなどたくさんあると話

してくれました。「羽城中学校では、英語を学

ぶ楽しさや国際理解の大切さなどを伝えること

ができたら幸せです。」と抱負を語りました。

～全国珠算競技会に参加して～

～ 新ＡＬＴ ジョン・レノンさん赴任 ～

生徒歓迎のあいさつでは、３年間杉築さんが

英語で熱烈な歓迎スピーチを送り、全校生徒か

ら拍手喝采を浴びました。

新しいＡＬＴジョンさんを迎えて、生徒たち

はとても喜んでいます。早速今週授業があり、

各学級では、それぞれの自己紹介を含めた和や

かな歓迎会を行いました。

【素敵な笑顔です】 【熱烈な歓迎スピーチ】

夏休み明け初日の８月26日(月)の朝７時半か

ら本校校門前から生徒玄関にかけて、湖東地区

更生保護女性の会昭和支部の皆様が多数集い、

生徒玄関前にてあいさつ運動を実施しました。

女性の会の皆様の明るく晴れやかな声に刺激さ

れ、本校生徒も笑顔で「おはようございます。」

と元気にあいさつを交わしていました。

このほかにも６月、７月には五城目地区青少

年保護育成会潟上支部の皆様が自転車の乗り方

の指導や横断歩道の渡り方などを中心に指導す

るとともに、あいさつ運動もしていただいてい

ます。おかげさまで、生徒たちは地域の教育力

で健やかに育っています。本当にありがとうご

ざいました。

【更正保護の皆様】 【青少年育成の皆様】

学校支援地域本部事業の一つとして、７月は

「七夕」にちなんで、七夕絵灯籠を玄関ホール

に展示しましたが、８月は、飯田川下虻川の三

浦信子さんの工芸作品を展示しました。

すだれを背景にした見事な布細工で仕上げた

壁掛けと貝細工など自然素材を生かした工芸作

品です。潟上市の教職員研修会やボランティア

スクールの際にも多数の

方々にご覧いただき、好

評を得ました。本校にお

いでの際は、地域の方々

の様々な秀作を是非お楽

しみください。 【美しい工芸作品】

～貝殻クラフトの展示 ～

～更生保護女性の会あいさつ運 動 ～



先月発行の校報「青雲」第５号では、７月11日(木)に開催した第１回学校評議員会の際に提示し

た、あきた型学校評価の「学習指導」について目標等を掲載しました。

今月の第６号は「生徒指導」についての重点目標や具体的施策を紹介します。

評議員の皆さんからは、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、学習指導の中核。『思いやりの心をもち、正しく生きる』

は生徒指導の中核なるとよい。」と激励されました。

《平成25年度あきた型学校評価「生徒指導」について》

重 点 目 標 自分を見つめ、思いやりの心をもち、正しく生きる生徒の育成

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

本校 21.9％ 35.1％
学校がとても好きだ

全県 33.0％ 27.1％

本校 47.9％ 48.6％
学校が好きだ

全県 49.2％ 50.5％

学年差は若干あるものの、全体的に元気で明るく落ち着いて学校生活を過

ごしている生徒が多い。

精神的に幼く、わがままな行動を取ってしまったり、反社会的な行動を取

ってしまう生徒も数名ではあるがいる。

支援を要する生徒は、身体面・情緒面で数名おり、生活支援員のサポート Ｐ

を受けながら普通学級で過ごしている。

不登校生徒は減少傾向にあり、「さわやか教室」やスクールカウンセラー

などとも連携して指導に当たっている。

「学校がとても好きだ・好きだ」という項目の合計は、現２年69.8％、

具体的な目標 ３年生83.7％である。

この現状を踏まえ、２年生は５ポイント上昇(69.8％→74％）

３年生は３ポイント上昇(83.7％→86％)を目指す。

（昨年度 77％、一昨年度 84％ であった）

不登校生徒の割合を減少させる。（23年度1.8％ 24年度1.6％）

・生徒の実態把握（学校生活アンケート等、克己ノート、面談）

目標達成のた ・学級、学年及び部活動と連携した指導体制の確立

めの方策 ・生徒指導の三機能を生かした授業の展開

・トラブル発生時における全校体制での即時対応

・外部専門機関との連携

・毎朝の登校指導（校門前・昇降口・教室）とそれぞれの担当で生徒への声

具体的な取組 掛けを実施している。送迎してくる保護者との簡単な連絡や情報交換も可

状況 能である。

・学校生活アンケートを毎月末に実施。年４回実施のこれまでのアンケート Ｄ

と併用することにより、より早く生徒の変化に気付くことが可能になった。

・克己ノートを利用した学級担任と生徒の信頼関係の構築

・生徒指導対策委員会の定期開催と情報の共有化

～あきた型学校評価「生徒指導」について～


