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～ 勤労と仕事を考えよう ～
校長 舘 岡 和 人

◆ 勤労感謝の日とは？

11月23日が「勤労感謝の日」として制定された

のが、今から65年前の昭和23年。その趣旨は、「勤

労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う」

ことにあります。では、制定される前はどうなっ

ていたのでしょうか。

「新嘗祭（にいなめさい）」と呼ばれ、古くからの

重要な行事の一つで、天皇が国民を代表してその

年に収穫した新米を初めて食し、農作物の恵みに

感謝する式典が行われていました。農業中心の時

代、この行事はとても重要な儀式でした。

その年の新米を神に捧げる新嘗祭は毎年の行事

ですが、天皇が即位して最初に行うものを大嘗祭

（だいじょうさい）といいます。天皇一世一代の行

事なのです。

昭和天皇が昭和64年１月７日に崩御したことに

伴い、翌８日に元号は「平成」に改元され、今の

天皇（明仁親王）が第125代天皇に即位しました。

即位の礼の儀式は１月23日から１年かけて、関連

行事がたくさん行われました。

◆ たった四株

即位の礼に伴う大嘗祭で、神前に供える新米を

刈り取る「斎田抜穂の儀（さいでんぬきほのぎ）」が

平成２年９月29日、五城目町大川の田んぼで行わ

れました。万が一の事故に備え、500人を超える警

察官と、全国としても60年ぶりとなる珍しい行事

を一目見ようと、道端に列をなす見物人に囲まれ

た中で神事が行われ、田んぼの持ち主の伊藤さん

らが四株の稲を刈り取って無事終了しました。銘

柄はもちろん「あきたこまち」。この年、またとな

い秋田米のＰＲになりました。

学校などの公共機関では不測の事態に備えて、

当番制で役場職員と一緒に夜通し管理していまし

た。私も、当時勤務していた五城目一中の校長室

に泊まったことを覚えています。ただ、なぜ近く

にこんなに警察官や見たこともない人たちが来る

のかは知りませんでした。

◆ 理想の上司像は？

ある会社で、新入社員を対象とした「理想の上

司」の調査を行いました。男性の第１位は池上彰、

第２位阿部寛、第３位イチロー。女性は第１位が

天海祐希、第２位江角マキコ、第３位真矢みきで

した。どちらも「頼もしい」が理由でした。また、

「態度や姿勢が手本になる」というものありまし

た。上位にランク付けされている人に共通なのが、

「自分のやる気を引き出してくれそうだから」と

いった理由もありました。

◆ ん やる気？

やる気まで人任せにしているようですが、「やる

気」は自分で創り出すものなのではないでしょう

か。自分が何かをするのではなく、仕事が自分を

何とかしてくれる、仕事が自分を変えてくれると

ただ、漠然と考えているとしたら、これは大きな

間違いです。

◆ あなたが社長なら

変化とスピ－ドの速いグロ－バル競争の経済環

境下にあって、企業や会社ではどんな人材を求め

ているのでしょうか。

・自分で考えしっかりと行動できる人（Ｍ物産）

・課題解決能力と対人関係能力（Ｎ航空）

・自ら考えて行動できる人（Ａ化成）

・指示を待つことなく、自分から創り出してい

ける人。そして、自らを向上させていこうと

する意欲や姿勢を持った人（Ｎ本ＩＢＭ）

色々な言い方があるが、共通して言えることは、

「自分で考え、行動できる人」ということになり

そうです。また、よく言われるのが、コミュニケ

－ション能力のある人。

会社で働くようになると、社内外を問わず様々

な人たちと交流があり、これらの人たちと意志疎

通を図り、円滑に仕事を進めていく上で不可欠で

重要な要素がコミュニケ－ション能力です。

あなたが社長なら、どんな人を採用しますか？

キーワード： チャレンジ精神、主体性、創造性、

責任感、誠実性、協調性、潜在的可能性、就職観、

職業意識、信頼性、論理性、リーダーシップ、専

門性、学業成績、一般常識、語学力、感受性･･･

勤労と仕事。自分は何のために働くのか、どん

なことを仕事に求め、そのために自分は何をしよ

うとしているのか、それらを考えて、何かしてみ

ようではありませんか。周りに感謝しながら。

校 報

青 雲



羽城中生は秋から冬にかけても運動部、文化

部、習い事などで大活躍しています。入賞おめ

でとうございました。

□ 能代山本六市四郡剣道大会(10/27)

男子団体 優勝

女子団体Ａ 優勝、女子団体Ｂ 準優勝

□ 青少年読書感想文コンクール潟上南秋コンクール(10/30)

優秀賞 自由 ２年 加藤頌大

課題 １年 沢井 怜

優良賞 自由 ２年 佐々木辰樹、南本若菜

１年 千種まこ

佳 作 自由 ２年 沢井一眞、石澤真太郎

千田峻平、舘岡里歩

１年 佐々木陽和、奥井琳花

池田明日香

□ 関孝和顕彰全日本珠算競技大会(11/3)

中学読上暗算 ２等 ２年 石澤真太郎

□ 稲村杯バレーボール大会(11/3)

２部 トーナメント 第１位

□ 潟上市福祉大会表彰「ふくしの作文」(11/9)

優秀賞

１年 小林玲菜

２年 進藤里歩子、船木和夏

□ 石川理紀之助翁顕彰短歌会(11/9)

優秀賞 ２年 岡根美羽

入 選 ２年 伊藤果菜子、安田朔也

越後谷悠乃、佐藤汐莉

□ 県児童生徒理科研究発表大会(11/9)

齋藤憲三賞

「四つ葉のクローバーの出現条件を探る」

科学部 ２年 佐々木辰樹、富樫祐斗

柳沢道隆、小玉郁也

□ 県秋季剣道大会(11/9)

女子 準優勝 男子 ベスト８

□ 中仙親善バスケットボール大会(11/9～10)

女子 第４位

□ 県社会を明るくする運動作文コンテスト(11/14)

優秀賞 １年 菊地 美貴(秋田市文化会館にて代表で発表)

□ 県新人駅伝競走大会(11/16)

女子の部 第９位

～羽城中生徒の活躍紹介～
□ 県秋季卓球大会(11/16)

男子個人

２年 鐙 一那 １・２回戦勝利、３回戦惜敗

□ 県秋季柔道大会(11/16～17)

男子団体 １回戦惜敗

女子団体 １回戦勝利、２回戦惜敗

女子個人 鈴木柚葉 １回戦勝利、２回戦惜敗

□ 剣道錬成三種大会(11/23)

男子団体 第３位 女子団体 第３位

□ 畑正杯バスケットボール大会(11/23～24)

女子 準優勝

【剣道女子：県大会準優勝】 【剣道男子：県大会ベスト８】

【１年菊地さん：優秀賞】 【科学部：齋藤憲三賞】

10月31日(木)６校時目に、後期生徒総会を開

催しました。後期生徒会の活動スローガンは『以

信伝心～感謝の心～』としました。生徒会長の

加藤頌大さんはスローガンの意味を次のとおり

説明しました。

「生徒同士が互いに気を配り、気遣いができ

れば、様々な活動がより意味のあるものになる

はずです。元々のことわざは『以心伝心』で文

字や言葉を使わなくても互いの心と心で通じ合

うことですが、生徒会活動は、その思いを通信

など文字や言葉で発信することで、生徒間の関

わりが深まり、信頼も増し、自信につながると
、 、

考え、『以信伝心』としました。互いの支えが
、

あれば、それが可能になるという感謝の気持ち

をもった生徒会にしたいという願いを込めまし

た。」執行部の提案も全ての議事も全校生徒か

ら満場一致で大きな拍手で承認されました。

【新執行部大活躍】 【熱心な質疑・応答】

～ 後 期 生 徒 総 会 開 催 ～



11月６日(水)は、来年度本校に入学する大豊

小・飯田川小の６年生合わせて90名の体験入学

を行いました。開会行事では、新生徒会長の加

藤頌大さんが「小学生の皆さん、ようこそ羽城

中学校へおいでくださいました。今日は本校の

授業風景や部活動を見てもらい、入学するのが

楽しみになってくれればうれしいです。特に、

体験授業後に行われる学校紹介は、１年生の生

徒会執行部と学年生徒会がアイディアを出し合

い、生徒たちの手で作り上げました。皆さんが

入学するのを僕たち全校生徒は楽しみに待って

います。今日は短い時間ですが、精一杯のおも

てなしを用意しました。是非楽しんでください。」

とあいさつしました。

この後、６年生は１年生の授業参観を行うと

ともに、中学校教員による授業も体験しました。

生き生きと懸命に学ぶ姿が印象的でした。

最後の閉会行事では、生徒会副会長の進藤美

羽さんが「皆さんが入学して来るまで、あと５

か月となりました。不安があるかと思いますが、

羽城中学校は、たくさんの行事を通して楽しい

学校生活が送れるところですので、安心して入

学してきてください。２年生、３年生の先輩た

ちが優しく皆さんを迎えてくれます。今日の体

験入学を通して、入学が待ち遠しいと思ってい

ただけたら幸いです。」とあいさつしました。

【数学の体験授業】 【音楽の体験授業】

11月８日(金)には、今年度第２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、「各学級の教室

の雰囲気が明るくなった。また、授業において、

生徒が学習内容を分かろうとする姿勢が伝わっ

てくる。」「教師側が、授業の工夫をよくしてい

る。授業の導入時点で、生徒がめあてを十分理

解し、課題解決に取り組んでいると感じた。」

などお褒めの言葉を頂きました。

また、校長の前期を終えての学校経営説明で

は「全体的によい成果が見られた前期の活動で

あった。授業における話合い活動も充実してき

た。後期に入って、生徒会活動や部活動におい

～ 新 入 生 体 験 入 学 ～

～第２回学校評議員訪問 ～

て１・２年生の活躍が目立ってきた。」など成

果を強調しました。

研究主任からは「協同による学習の全教職員

の共通理解を図り、小グループやペアなどの学

習形態の工夫・改善をすることができた」こと、

生徒指導主事からは「校内生活アンケート・克

己ノート・登校指導からの情報提供・観察によ

り、生徒一人一人の家庭環境状況を把握し、生

徒理解を深めるとともに、即時対応ができた」

ことなどを報告しました。

評議員からは「達成状況の中間報告は、目標

に対しておおむね達成されている状況にあると

思う。２月の第３回学校評議員会では、数値目

標に対する詳しい結果も示されるであろうから、

楽しみにしている。今後も羽城の子どもたちを

よろしくお願いしたい。』など前期の経営説明

に対して安心した様子でした。

【熱心な授業参観】 【会議室での協議】

11月14日(木)は、五城目警察署生活安全課生

活安全係長の二木雄一様、同安全係巡査長の伊

藤貴志様、昭和交番署長の渡辺守様、同巡査の

田口聖也様の４名をお迎えし、不審者侵入を想

定した避難訓練を実施しました。

ねらいは、突然の不審者侵入の発生に際して、

生徒及び教職員が自他の生命を尊重し、安全を

確保するための適切かつ迅速な判断・対処・行

動ができるようにすることです。

訓練は「職員玄関より不審者が侵入し無断で

２階へ上がり、廊下で大声で暴れ２年２組の教

室に侵入した」との想定で行いました。

ビデオ放映で迫力ある訓練を見て、生徒から

は「先生たちが不審者と真剣に戦っている姿を見

て感動した。命を守ることの大切さを実感した。」

など、目的を達成した感想が多くありました。

教師も生徒も訓練に真剣に取り組み、命を守

る的確な方法を身に付けるとともに、安全に対

する意識を高揚させていました。

【二木さんの講話】 【校長室での指導助言】

～不審者侵入・避難訓練 ～



11月20日(水)午後、本校の中学１年生が来年

度羽城中学校に入学する予定の大豊小学校と飯

田川小学校の６年生90名に向けて「羽城タイム」

(総合的な学習の時間)や夏休みの地域調査など

で学んだ学習の成果を生き生きとした表情で堂

々と発表しました。

バスで小学校に着いた直後は「懐かしい。」

と言いながら、少し大人びた表情で中学生にな

ったという自信を感じていたようです。

発表内容は、潟上市の福祉、産業、歴史、偉

人、環境などの分野から特定の内容を選択しま

した。潟上市の特産品「つくだ煮」や「お酒・

味噌・醤油」などの製造方法や、聖農「石川理

紀之助翁」やプロバスケットボールの「髙橋憲

一選手」など著名人の活躍、「豊川油田」の歴

史などを小学校の後輩に向けて、プレゼンテー

ションソフトを使って分かりやすく資料を作成

し、クイズや寸劇なども交えながら要点をまと

めて発表しました。

この発表会は今年で３回目の実施となります

が、本校生徒が郷土への理解をより深めるとと

もに、小中連携の観点から中学校入学を控えた

小学６年生に、中学校で学習する雰囲気を知っ

てもらおうというねらいで毎年開催しています。

発表後は、６年生から「佃煮とはどんなもの

なのか改めて学ぶことができました。」「豊川油

田は昔600人も働いていたのに、現在は３人しか

働いていないことを知りびっくりしました。」

など新たなことを学んだ喜びを語っていました。

また、小学校の先生方からは「内容が上手に

まとめられていて小学生に分かりやすかった。

さすがに中学生らしく発表内容が詳しくなって

る。」などと高く評価されるとともに、成長し

た姿を褒められてとてもうれしそうでした。

１年生にとっては、来年度実施するキャリア

・スタート・ウィークにも弾みがついたすばら

しい発表機会となりました。羽城中生としての

誇りと自信を感じました。

【 大豊小での発表】 【飯田川小での発表】

11月５日(火)には、月例になっている五城目

地区青少年保護育成会潟上支部の皆様が本校駐

～中学生が小学生へ総合発表会～

～青少年育成委員 あいさつ運動～

輪場において自転車点検を兼ねたあいさつ運動

を実施しました。今年６月から続いたあいさつ

運動も今月で５回目、今年度最後の取り組みと

なりました。五城目警察署生活安全課交通安全

係長の牧野さんや昭和公民館長の奈良さんをは

じめ、委員の皆さんは自転車の鍵を掛け忘れな

いように生徒一人一人に「おはようございます。

鍵を掛け忘れないでね。」と大きな声で優しく

声を掛けていました。おかげさまで「愛車を守

る〈ツーロック〉」が徐々に定着し、自転車の

施錠状況が先月よりも数段よくなっていました。

これからは雪がちらつき自転車利用は少しず

つできなくなりますが、委員の皆さんや地域の

方々から教えていただいた内容を忘れずに交通

安全を意識して生活したいと思います。

この半年間、羽城中生のための心温まる声掛

けや的確なご指導など本当にありがとうござい

ました。心より感謝申し上げます。

【優しく温かい声掛け】 【紅葉の中での指導】

学校支援地域本部事業として恒例になってい

る11月の校内展示は、学校評議員であり、本校

に長年奉職された櫻庭静子先生の作品を玄関ホ

ールに展示しました。絵手紙による書き手の心

の優しさが伝わってくる見事な秀作です。冒頭

に記されている「絵手紙はヘタでいい。ヘタが

いい。人と人との心を温かく伝えてくれるから。

書けば自分が楽しいから。送れば相手が元気に

なるから。今日も絵手紙を書く。」という表題

の詩がとても素敵で印象的です。

もう一作品は、10月も展示した飯田川飯塚の

秋田県工芸美術協会会員 裕遊窯(ゆうゆうがま)

主宰の門間裕一さんの秀作です。右は「二釉掛」、

中は「練り上げ」、左は「飛び出せ」の３点を

展示しています。中学校体験入学に来校した大

豊小、飯田川小の６年生・保護者の皆さんにも

大好評でした。本校においでの際は、生徒作品

とともに是非お楽しみください。

【心温まる絵手紙】 【繊細で美しい陶芸作品】

～絵手紙・陶器の展示 ～


