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～ 師走にハタラク ～
校長 舘 岡 和 人

おかげ様をもちまして、羽城中学校も無事、後

期前半を終えることができました。もちろん問題

が皆無というわけではありませんでしたが、生徒

は失敗から学び、そこから成長しました。

保護者・地域の方々のご協力もたくさんいただ

いて、おおむね充実した学校生活を送ることがで

きたのではないかと思っています。

◆ 師走とは

12月は「師走」。その言葉の由来は色々あります

が、「師匠がお経をあげるために、東西を馳せる月

と解釈する『師馳す月』（しはすつき）」と解釈する

説が最も有力なものとされています。また、「師」

とは「教師」のことで、「学校の先生も忙しく走り

回る」という説もあるそうです。

◆ 12月は忙しい

もっとも私たちは、12月ばかりではなく１年中

忙しいという感もありますが、確かに12月は通常

の授業や部活動の指導に加え、後期中間テストの

成績処理などの事務処理、学年・学級ＰＴＡの諸

準備、また３年部の職員は進路指導のための関連

事務、生徒や保護者との面談など、多忙感にあふ

れています。しかし、こういった状況は、学校に

限らずどの職場でも同じようなことが言えるのか

もしれません。

◆ 教師は走らない

しかし、私たち教師は走りません。私たちが多

忙感に追い回されて走っていては、生徒たちの落

ち着いた学校生活に影響が現れてしまうと考えて

いるからです。

確かに、定期テストが終わり、大きな行事や何

かの節目の前には生徒たちの気持ちは緩みがちに

なります。これは人の心情としては、むしろ当然

なのかもしれません。授業に身が入らなかったり、

思わぬ事故が発生したりするのも、心に緩みが生

じた時期に起こります。

そのような時に、私たち教師までが走り回って

いては、生徒たちの落ち着いた安定した学校生活

は望めなくなってしまいます。

忙しさに振り回されるのではなく、ふだんと変

わらぬ姿で生徒たちと接し、きめ細かく関わって

いくことが大事で、そうすることで生徒たちの心

の安定も図られると考えられます。

◆ 落ち着いた中で

年末年始を控え、各ご家庭でもその準備のため

に忙しい時を過ごすと思います。生徒たちは大清

掃や年始の親戚回りと、家庭内での役割を果たし

ながら正月という大きな節目を迎えます。このよ

うな時こそ、落ち着いた中で一年を振り返り、そ

してまた新たな目標を立てさせたいものです。

◆ 家事の中から

ふだん、こうして安心した生活ができるのは

誰のおかげでしょうか。災害があった時、たく

さんの人から生活物資が送られ、人々への感謝

の気持ちをもつことでしょう。このような経験

がなければ、感謝を肌で感じることはできない

のでしょうか。いや、違うと思います。

家庭の中には「家事の分担」という立派な仕事

があります。風呂掃除、ゴミ出し、食洗器の片付

け･･･たくさんの仕事があります。家事の分担はあ

る意味、家族の一員としての証しです。

家事の分担によって楽しい我が家の生活が営ま

れていることに、お互いが「ありがとう」の言葉

を発することにより、感謝の気持ちが湧いてくる

のではないでしょうか。

◆ はたらく

年に一度の大掃除で、「働く」という言葉をきっ

かけに家族の分担や責任、働く意義について話し

合ってみるのはどうでしょうか。

ハタ（周囲の人）をラク（楽）にします。

今年度４月から早９か月。師走という今年のま

とめと新年の準備をする月になりました。慌しい

毎日ですが、生徒はそれぞれに新年度への『始動』

を始めています。私たちは、サポーターとして、

それぞれの段階の生徒に対して、主体性を育てな

がらしっかり後押ししていきたいと思います。

これまでの皆様方の学校教育に対するご支援に

改めて感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。来る平成26年もよろしくお願い申し上げます。

良いお年をお迎えください。

校 報

青 雲



羽城中生は冬が到来しても元気に活動し、運

動部、文化部、各教科の学習などで大活躍して

います。今回の入賞は、これまでの努力が報わ

れた価値ある賞が多くありました。

入賞おめでとうございました。

□ 潟上・南秋中体連連覇賞(11/27)

女子陸上競技部 ５連覇

先輩たちが積み重ねて

きた実績のおかげで連覇

賞を頂くことができまし

た。応援してくれた皆さ

んに感謝しています。

□ 税の作文コンクール(12/2)

秋田北地区納税貯蓄組合連合会長賞

２年 佐藤充浩 「税制について」

税の仕組みとそれに対

する自分なりの考えを書

きました。自分の書いた

作文にこのような賞を頂

けて大変うれしいです。

□ 県バスケットボール協会優秀選手奨励賞(12/8)

３年 菊地琉加、三浦奏子

全県春季大会の準優勝

が特に思い出に残ってい

ます。高校でもバスケッ

トを続けて、活躍できる

選手になりたいです。

□ 二ツ井きみまち杯柔道大会(12/8)

女子団体 第３位

□ 「ごはん・お米とわたし」図画秋田県コンクール(12/8)

最優秀賞 ３年 上道さくら 「地域の行事」

優秀賞 １年 中村 桃 「夏の米」

□ 県児童生徒美術展(12/12)

優 良 ３年 菅原綾香 １年 三浦佳歩

佳 作 ３年 伊藤瑞季 上道ゆかな

２年 南本若奈 浅野明日美

伊藤果菜子 岡根美羽

１年 小林日向莉 菅原史絵

菅原瑞季

□ 羽城中学校招待バレーボール大会(12/14)

敢闘賞

～羽城中生徒の活躍紹介～
□ 東北植物学会研究発表会(12/14)

中学生の部 優秀賞

「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

この賞は部員全員の協

力と努力で取れたもので

す。今後はこれまで以上

に研究に専念するので応

援よろしくお願いします。

後期生徒会執行部は「専門委員会との連携」

を大事に活動しています。今回は学習委員会の

取組を後押ししました。

学習委員会は定期テストの前に、テスト勉強

に役立てようと予想問題を作成します。そこで

生徒会執行部は、後期中間テストに向けて生徒

が主体的に学習に専念することをねらいに、家

庭学習時間を確保しようと、テスト前一週間の

学習時間を調査するとともに、みんなでテスト

勉強を頑張ろうと呼び掛けました。

この期間、執行部員に学級委員が協力して調

べた結果は、生徒会便りなどで紹介しました。

次の表はテスト前一週間で取り組んだ学級全員

の１日当たりの家庭学習時間の平均です。

学 級 １日当たりの学習時間 学 級 １日当たりの学習時間

１－１ 76.9 時間 ２－１ 55.6 時間

１－２ 55.8 時間 ２－２ 48.2 時間

１－３ 72.9 時間 ２－３ 50.7 時間

１－４ 57.2 時間 ２－４ 40.8 時間

勉強は一人でやるものですが、この取組を日

々紹介したことで「まだまだ頑張れる。みんな

頑張っているから自分も頑張ろう。」と家庭学

習時間を日一日と増やした生徒もたくさんいま

した。中には、初日の２倍以上まで学習時間が

増えた学級もあります。全校一丸となって学習

に専念し、充実した期間となりました。

(生徒会執行部担当：鈴木栄子)

12月10日(火)には、生徒会福祉委員１年生８

名が昭和大久保北野にある「特別養護老人ホー

ム昭寿苑」を、13日(金)には２年生８名が飯田

川下虻川にある「特別養護老人ホームわかば園」

を訪問し、クリスマスツリーの飾り付けなどを

行いました。

この活動は福祉委員が施設内の皆様を励まし、

この寒い冬を健康に乗り切っていただくために

～生徒会執行部・学習委員会と連携～

～生徒会福祉委員会ボランティア～



毎年実施しているものです。年末にはそれぞれ

に年賀状を送る活動も予定しています。お年寄

りの方々のために活動することで、相手を思い

やる気持ちが育ってほしいと考えています。

昭寿苑では、利用者の方々が見守る中で、オ

ーナメントやモール等を飾り付けました。最後

に電飾を点灯すると、苑の皆さんから拍手を頂

き、生徒たちも温かい気持ちになりました。

わかば園では、利用者の方々との直接の触れ

合いはありませんでしたが、みんなで協力しな

がら思いを込めて装飾しました。

【福祉委員長 澤田佳希さんの感想です】

クリスマスツリーを福祉委員一同、心を込め

て飾ることができました。職員の皆さんが温か

く迎えてくださって、とてもうれしかったです。

貴重な体験をさせていただき感謝しています。

利用者の皆さんが、クリスマスツリーを見て、

少しでも楽しんでもらえれば光栄です。

【昭寿苑の１年生】 【わかば園の２年生】

12月13日(金)６校時、本校２年生97名が１年

生101名に対して「羽城タイム」(総合的な学習

の時間)や10月に実施したキャリア・スタート・

ウィークで学んだ成果をまとめ、生き生きとし

た表情で堂々と発表しました。

２年生は５つの教室に分かれてそれぞれ３回、

合計15の分野・職種の発表を行いました。模造

紙や紙芝居などに調べた内容を分かりやすくま

とめて、後輩に対して職業体験を経て実感した

ことや学んだことを懸命に伝えていました。

保育園等に興味をもった１年生は「先輩たち

が、子どもたちの命を預かっているという責任

感をもって取り組んでいたので、来年私たちが

訪問するときも同じ気持ちで働きたい。」と意

気込んでいました。また、病院等に関心をもっ

た生徒は「病院の仕事は大変だけれども、その

分、やりがいや生きがいも大きいと思うので、

是非体験してみたい。」と固い決意を語ってい

ました。

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。発表した２年生も

大変立派でした。先輩としての誇りと自信を感

じた１日でした。キャリア発達の本質は、集団

～二年生が一年生へ総合発表会～

の中で自分の役割を果たしていくことなのです。

【湖東消防署の発表】 【小玉醸造の発表】

羽城中学校の図書室には約１万冊の本があり

ます。これは潟上市の小中学校の中で最も多い

蔵書数です。このように多くの蔵書を抱えた図

書室をよりよく利用してもらうために、今年度

は大きく二つの目標をもって様々な取組をして

きました。(二つ目は次号で紹介します)

本を『本棚に置いてあるだけのもの』にしない

蔵書数が多いことで本が本棚に入りっぱなし

にならないよう、図書室内だけでなく図書室外

にも様々な工夫をしています。

たとえば一階玄関前には、本や雑誌、新聞を

置けるスぺースを作り、長椅子やちょっとした

机も置いて「読書コーナー」として開放してい

ます。立地のよさから、図書館に行く時間がな

いときでも気軽に本を手に取ることができます。

生徒たちは朝読書用の本として利用したり、休

み時間に長椅子に座って本や新聞を読んだりす

るなど、それぞれに活用しています。

また二階廊下には、今年度から始めた「本の

展示コーナー」があります。こちらでは図書室

に来てもなかなか手に取らないような大判の画

集や、潟上市図書館及び市内小中学校からお借

りしたお薦めの本などを、毎月テーマに沿って

展示しています。展示例としては、「芸術の秋」

をテーマに秋田にゆかりのある画家、藤田嗣治

の画集と経歴の紹介、秋田県立美術館にある氏

の作品の展示などです。生徒たちは自由にペー

ジをめくってみることができ、貸出可能な本は

借りることができます。ふだん図書館を利用す

る生徒もそうでない生徒も、めったに見る機会

のない本のページをめくっていました。こうし

た取組を継続させて、一冊でも多くの本を一人

でも多くの生徒の目に触れるよう心掛けていき

たいと思います。

【図書室廊下の企画展示】 【図書室内新刊コーナー】

（図書館支援員 秋林美帆）

～図書室の環境・経営 抜群です～



12月12日(木)に、冬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、１年生は総合発表会、２年生は

通常の教科の授業を行いました。

１年生の総合発表会は、過日出身小学校で発

表した内容を保護者の皆様に向けて再構成した

ものです。生徒は非常に落ち着いた態度で、余

裕をもって堂々と発表していました。参観者か

ら大きな拍手をもらって満足した表情でした。

２年生は、通常の授業をご覧いただきました

が、授業に真摯に取り組んでいました。もうす

ぐ３年生、すなわち受験生となる２年生の意欲

と心の充実を感じました。

学年ＰＴＡでは、①これまでの学習・生活に

ついて ②冬休みの過ごし方について ③修学

旅行について など成果と課題を確認していま

した。また、両学年とも資料を準備し、共通し

て取り上げたのは、新聞等でも話題となってい

るインターネット利用と生活リズムの関係につ

いてでした。家庭でのインターネット利用につ

いては、保護者の責任で行わなければならない

ことを重く受け止めている様子でした。

【１年生総合発表】 【２年学年ＰＴＡ】

11月30日(土)は、羽城中学区の３校ＰＴＡ交

流会を実施しました。前半は大豊小学校体育館

でソフトバレーボールを行い、後半はバイキン

グにて懇親会を行いました。バレーボール大会

では、本校からは10名の参加者があり、好プレ

ー・珍プレーの連続で見事優勝しました。

保護者代表は、小玉ひろみさん、嶋田幸子さ

ん、嶋田鋼紀さん、菅原天城さん、越後谷紀佳

さん、鈴木理恵子さん、菅原礼子さん、近藤恵

子さんの８名。教員代表は小澤、教頭の２名で

したが、バレーボール経験者を擁して、抜群の

運動能力とチームワークで勝ち上がりました。

特に、小玉ひろみさん、嶋田幸子さん、菅原

天城さんのプレーは切れ味抜群でした。応援も

大きな声で互いに励まし合っていました。

企画・運営に当たられた大豊小学校ＰＴＡ役

員の皆様のご配慮に深く感謝いたします。保護

者の皆さん、来年もよろしくお願いいたします。

～羽城中学区ＰＴＡ交流会・盛会 ～

～授業参観及び学年・学級PTA～
準決勝 羽城中 ２－１ 大豊小(低学年)

決 勝 羽城中 ２－０ 飯田川小

【優勝記念写真】 【仲良く懇親会】

学校支援地域本部事業の12月の校内展示は、

飯田川下虻川の佐々木美代子さんの作品と、同

じく下虻川羽立１区の磯部ケイ子さんの作品を

玄関ホールに展示しました。いずれもクリスマ

スにちなんだ作品で、生徒・保護者・職員の目

を楽しませています。

佐々木さんの作品は、木目込みで製作したク

リスマス飾りで、額に入れて繊細かつ上品な仕

上がりになっています。自宅には、心を込めて

季節ごとに製作した作品が多数展示されている

そうです。

磯部さんの作品は、刺繍で製作した作品や様

々なパスタを形取って組み合わせ、立体的に表

現したリースの作品もあります。

ＰＴＡ授業参観日に来校した保護者の皆さん

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。

【心温まるクリスマス作品】 【繊細で美しい作品】

いよいよ３年生は、年明けから本格的に受験

が始まります。私立高校の推薦や前期試験を受

験する生徒は連日面接練習に余念がありません。

こうした中、12月16日(月)に湖東地区更正保護

女性の会昭和分会会長の瀬下悦子さんが来校し、

３年生113名全員の合格を祈願し、手作りした花

しおりを校長に手渡しました。このしおりは、

会員の皆さんが昭和大久保の月山神社にお参り

し、全員合格を祈願したものです。３年生は大

喜びでした。本当にありがとうございました。

～クリスマス飾りの展示 ～

～３年生に合格祈願のしおり贈呈～


