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～ 右手を見よ(左利きの人は左手を見よ) ～
校長 舘 岡 和 人

私たちはふだん、当たり前のように右手で文字

を書いたり、箸を持ったりしています。でも、周

りを見渡してみてください。必ず１人か２人は、

左利きの人がいるはずです。世の中にはなぜ、「右

利き」と「左利き」の人がいるのでしょうか。

統計的に人口の約９割は右利きで、残る１割が

左利きです。人間がなぜ右手を「利き手」として

使うようになったかについては、様々な説があり

ます。「人の心臓は左にあるため、剣は右手に持ち、

自分を守る盾は左手に持つから」という説をはじ

め、「世の中には右利きのための道具があふれてい

るので、自然に」「親や祖父母、曾祖父母などの遺

伝による」という説もあります。

◆ 私の彼は左きき

1973年（昭和48年）、今から41年前で私が中学校

２年生の頃に、「私の彼は左きき」という曲がヒッ

トしました。麻丘めぐみと言えばこの曲というほ

ど圧倒的な知名度でした。その時代、左利きへの

偏見が残っていた時代であったかもしれません。

「人と違うから」と左利きを矯正されるケースも

ありましたが今では、そのままにしておくケース

が増えているようです。

５年後の1978年（昭和53年）、ピンク・レディー

の「サウスポー」がヒットしました。その頃から

「左利きって格好いいジャン」みたいな雰囲気が

流れ、野球では読売ジャイアンツの王貞治選手が

左利きで、「野球に有利だ」という説も出始めまし

た。ちなみに、ポール・マッカートニー（ビートル

ズ）、ピカソ、ダ・ヴィンチ、モーツァルト、ベー

トーベン、ビル・ゲイツ、オバマ、チャップリン、

松本人志は左利きです。才能のある人がずらり

◆ 能力は誰がつくる

能力は生まれつきではなく、自分が育てている

ものです。全ては自分を自分が育てているのです。

自分の能力を自分でつくろうとしないで、「自分に

は能力がない」と嘆くのはどうでしょうか。

皆さんの左手は右手にはるかに劣っています。

遊ばせておいたからでしょう。同じあなたの左右

の手でさえふだんから訓練している方としなかっ

た方では、こうも違います。

自分自身の人としての能力も一緒だと思います。

自分が育つようにしてやらないで、「自分はダメだ」

と考えるのは自分の愚かさだと思います。

◆ 右手を見よ

右の手を見てください。毎日のように訓練すれ

ば、力が生まれ、感覚が育ち、能力が育っていき

ます。あなたの左手に勝る能力は他人がつくった

ものではなく、自分自身がつくったものです。

生まれた時は、左右の優劣はなかったと思います。

それがこんなにも違ってくることを思えば、いか

なる能力も生まれつきで発揮されることはなく、

自分で育てる努力をするときに、能力はつくられ

ていくし、つくっているのは「自分自身だ」と気

付くはずです。

◆ 右手は知っている

右手の非凡（平凡でなく、普通より特に優れていること）

な能力はどうしてできたのでしょうか。それは繰

り返しやったからだということを右手は知ってい

ます。人間として非凡になることも、その方法と

同じことが言えそうです。

出来たことも、それでやめてしまえば身に付き

ません。できたことをもう一度やってみて、また

出来。またやって、もっと出来。さらにやって、

もっと立派に出来･･･。というように、できたこと

を繰り返す。非凡はそこに生まれます。

◆ 骨を折れ

能力の差ではありません。使う能力を自分で引

き出したかどうかの差です。自分のために自分の

骨を折れ。自分の中に最初からあるものが備わっ

ていてそれが働いて、そしてできるようになると

いう「常識」は誤りだと思います。皆さんに今、

楽に出来ることがあったら、それはすでに訓練を

経て、能力として身に付いている証拠です。

「身に付く」＝それは身に付くまで努力し、繰

り返すことによって達成できるものです。人生は

全て習慣です。習慣化することで、それを身に付

けることができます。

マイナスになる習慣が身に付いてしまってはそ

こから抜け出すのに相当な苦労が必要です。意識

してよい「癖」を付けることが非凡への近道では

ないでしょうか。
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羽城中生は、１月下旬から２月まで厳寒が到

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。

入賞おめでとうございました。

□ 潟上カップ剣道大会(1/18)

中１男子の部 優 勝 伊藤 快

第２位 佐藤風也

中２男子の部 第２位 澤井敬和

第３位 小玉裕晴

中学女子の部 第３位 佐々木あすか

□ 読書感想画秋田県コンクール(1/25)

優良賞 ３年 伊藤瑞季、上道ゆかな

菅原綾香

２年 泉 紗稀

１年 小林日向莉

□ 市冬季強化交流フットサル大会(1/26)

優 勝

最優秀選手 ２年 根 翔太

得 点 王 ２年 沖田瑠星

□ 男鹿潟上南秋学年別卓球選手権大会(1/26)

１年男子 第３位 佐藤瑠威

２年男子 第３位 鐙一那、中村周平

２部２年男子 優 勝 嵯峨幹太

準優勝 髙橋蒼衣

２部２年女子 準優勝 岡根美羽

□ 県中央地区吹奏楽ソロコンテスト(2/1)

金 賞 ２年 鷲谷京香
(ソプラノサックス)

銀 賞 ２年 冨樫 萌
(ホルン)

□ 県中学生学年別剣道大会(2/2)

学校対抗 ２年の部 第３位

個 人 ２年の部 第３位 鎌田歩夢

□ 市健康生活推進顕彰児童生徒表彰(2/6)

３年 加藤郁塁、畠山紗英

□ 大潟錬成剣道大会(2/11)

男子団体 優 勝

女子団体 第３位

～羽城中生徒の活躍紹介～

２月13日(木)に今年度最後(４回目)の授業参

観及び学年・学級ＰＴＡ懇談会を実施しました。

１年生は数学、理科、社会、英語の授業を行

いました。教師の問い掛けに真剣に答えながら、

課題解決に取り組む姿が印象的でした。保護者

の皆さんも笑みを浮かべながら、うれしそうに

参観していました。

２年生は、秋田県教育庁中央教育事務所主任

社会教育主事の佐々木伸一先生をお迎えし、保

護者とともに「インターネットの現状」につい

て知るために親子ネット講座を開催しました。

特に、ネットを使用する際の４つのポイント、

①「書き込んだ文章や写真は公開される」、②い

ったん送った文章や写真は取り消すことができな

い」、③「インターネット上には匿名性はない」、

④「発信の失敗は人生に影響する」ことなどを

親子で共に確認していました。

３年生の最後の授業参観は、英語、社会、体

育でした。３年生は受験期を迎えていますが、

いつも温かい雰囲気の中で、和やかに落ち着い

て学習に取り組んでいます。保護者の皆さんは

中学校に入学した頃と比べながら、感慨深げに

参観していました。

学年ＰＴＡでは、この１年間の振り返りを行

うとともに、１年生は、県学習状況調査の結果

の見方や来年度の宿泊学習について協議しまし

た。２年生は、早くも来年度の高校入試につい

ての説明会を実施しました。３年生は間もなく

実施される高校入試本番の日程や卒業式につい

て確認していました。

【１年生の授業】 【３年生の授業】

【２年ＰＴＡ懇談】 【２年ネット講座】

２月20日(木)と25日(火)に今年度最後のＰＴ

Ａ役員会・評議員会を開催しました。

案件は、平成25年度ＰＴＡ事業報告、会計報

告のほか、被表彰者の確認を行いました。また、

～授業参観及び学年・学級PTA～

～PTA役員会・評議員会開催～



平成26年度の事業計画、予算案、役員改選につ

いて協議しました。加藤治会長からは「この１

年間本当にありがとうございました。皆さんの

ご協力のおかげで無事ＰＴ

Ａの事業とその責任を果た

すことができました。」と

これまでの評議員の活躍

を労いました。

私たちのふるさと・潟上に農聖(農業の神様)

と呼ばれ、秋田県や全国の人に尊敬された偉人

がいました。その名は「石川理紀之助」。

2014年は石川理紀之助が亡くなって節目の100

年の記念の年です。この記念すべき年にわらび

座において上演された「リキノスケ、走る！」

を本校をはじめ、潟上市内中学校の１・２年生

と小学校２年生以上が鑑賞しました。

〈２年４組 橫谷朱莉さん〉の感想を紹介します。

「リキノスケ、走る！」を鑑賞して理紀之助

の人柄やすごさを改めて実感することができま

した。理紀之助は多くの村々が暮らしに困って

いる様子を見て村人と協力し、励ましながら先

頭に立って働き、村を立て直しました。これに

はとても感動しました。

また、今でも続いている種苗交換会を始めた

り、村々を弟子と一緒に回り、作物の栽培を指

導する「適産調」を行ったりしました。このこ

とから、何事も自分から行動しないと始まらな

いということが分かりました。劇を鑑賞しなが

ら「見て、試して、考える」という言葉が一番

印象に残りました。村人からいろいろなことを

言われても、山田村で貧しい生活をしながら生

き延びるところにも感動しました。また、和歌

には様々な意味を込めて奥深く歌っていて心を

打たれました。私も理紀之助みたいに自分から

行動する人になりたいです。

(12 月号からの続きです) 今年度の２つ目の目標は、

図書室を『本があるだけの場所』にしない

今年度の夏休み期間を利用して、図書室内の

書架の移動を行いました。蔵書数の多さから書

架が窓を覆っていたため、それらを全て撤去し

て明るい図書室にしました。加えて図書委員と

ともに図書室内・廊下の季節の装飾も頑張って

います。

季節ごとに雰囲気を変える図書室では毎月図

書室イベントを開催しています。「図書室内の

椅子は何脚？」「この本の主人公は？」といっ

～図書室の環境 抜群です②～

～わらび座芸術鑑賞教室 ～

た問題を出題し、図書室で調べて答えを探して

もらう『図書室クイズ』や、図書室の一画をイ

ベント会場にして生徒たちに自由に作ってもら

う『クリスマスオーナメント作り』など、みん

なが図書室で楽しめるようなものを企画してい

ます。また、好評につき通年イベントとなった

『昔の遊びコーナー』は、将棋やあやとり、け

ん玉などのおもちゃと関連図書を置くスペース

を作り、自由に遊べるようにしています。こう

したイベントの成果が出て、昼休みには毎日20

～30人ほどの生徒が図書室に足を運ぶようにな

りました。また、イベント開催時には自然と貸

出冊数が増えていますし、うれしいことに授業

や趣味に関する本を探しに来たり放課後図書室

で自学自習したりする生徒が増えてきました。

図書室が生徒にとって『本が置いてある場所』

ではなく『親しみのある場所』になるように、

今後も活動を行っていきたいと思います。

【図書室廊下の企画展示】 【推薦本コーナー】

（図書館支援員 秋林美帆）

学校支援地域本部事業の２月の校内展示は、

昭和大久保大郷守の伊藤マリ子さんの吊るし飾

りの作品を玄関ホールに展示しました。

吊るし飾り（つるしかざり）は伝統工芸の一

種で、ひな祭りの際に、糸の先に布製の人形な

どを吊るしてひな人形とともに飾るもので、ひ

な人形の代わりに手作りの人形を飾ったのが始

まりとされています。インテリアとして、折り

紙やビーズを糸の先に付けて飾った物もあるそ

うです。また、職員玄関では小さくて可愛いひ

な人形も来校者を迎えています。

伊藤さんの作品は、主に縮緬を使用した飾り

で、繊細かつ上品な仕上がりになっています。

自宅にも多数飾っているとのことです。

ＰＴＡ授業参観日に来校した保護者の皆さん

や生徒たちにも大好評でした。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。

【豪華で多彩な吊るし飾り】 【愛らしいひな人形】

～ 吊 る し 飾 り 展示 ～



２月20日(木)に今年度第３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、「各学級の雰囲気も明るく、生徒は授業に集中して取り

組んでいる。」「めあてをしっかりもって、学習内容を理解しようとして

いる。」などお褒めの言葉を頂きました。 【和やかな雰囲気】

今回は年度当初に立てた目標に対して、どんな成果と課題があったかを

説明し、学校関係者評価をしていただきました。改善点としては「授業中

は、間違いを恐れないで発表してほしい。発表の声はもう少し大きい方が

よい。」など生徒が更に成長するように激励の言葉も頂きました。

《平成25年度あきた型学校評価「学習指導」について》 【集中しています】

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

・「勉強が好きだ」という項目を、現２、３年生ともに５ポイント上昇させる。 Ｐ
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」という項目を、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%)させる。

・協同による学習の充実
目標達成のため ・学習意欲を高め、持続するための教材や学習過程の工夫 Ｄ
の方策・取組 ・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

・全校体制での協同による学習の充実や学習意欲を高め、持続するための教
達 成 状 況 材や学習過程の工夫を通した授業改善に取り組んだ結果、平成25年12月に

実施した県学習状況調査では、全学年の合計で、「勉強が好き」の項目で
「大好き」の割合が6.7％となり、目標の７％をほぼ達することができた。

・道徳や特別活動、羽城タイムを通してあたたかな人間関係づくりに努め、 Ｃ
12月に実施した県学習状況調査の「自分にはよいところがある」の項目で

「あてはまる」の割合が３年生が22.6％、２年生が10.6％、１年生が23.2
％となり、１・３年生では目標である19％を大きく上回り、全学年の合計
でも目標の19％を達成することができた。しかし２年生では、目標の12％
にわずかに届かなかった。

↑ Ａ：具体的な活動がなされ目標を達成できた Ｂ：具体的な活動はなされているが、目標は達成できていない
評価基準

↓ Ｃ：具体的な活動がなされておらず、目標も達成できていない

(評価) ○「勉強が好き」の項目で「大好き」の割合が、目標をほぼ達成し
学校関係者評 ている。教師が「ねらい」を明確に提示し、生徒が目標をもち、
価と意見 分かる授業を進めている成果が表れていると推測できる。今後も

教師の研修を深め、改善をよろしくお願いしたい。
○「自分にはよいところがある」の項目で「あてはまる」の割合が

Ａ 目標を達成している。１・３年生では目標を大きく上回っている。 Ｃ
２年生では、目標の12％にわずかに届いていないが、前年度より
改善されている。

○学校で取り組んでいる協同による学習、グループ学習やペア学習
などの学習形態の工夫・改善が功を奏しているのであろう。今後
も生徒一人一人の自己有用感を育ててほしい。

・学習課題の提示や学習の有用性を示すことを更に工夫し、学習意欲を高め、
自己評価及び 分かる授業に取り組みます。
学校関係者評 ・基本的学習習慣の定着のために、「聞く・話す」活動の継続とともに、「読 Ａ
価に基づいた む」活動を推進します。
改善策 ・道徳と特別活動を中心に、あたたかな人間関係づくりの工夫・改善を図る

ようにします。

～第３回学校評議員会開催～


