
平成26年度 学校教育目標「夢に向かって 本気に生きる 今を ～ 克己・果敢・笑顔 ～」

潟上市立羽城中学校

ＮＯ．３

平成26年５月28日発行

～ 風薫る５月 自分で自分を鍛えよう！ ～
校長 佐 藤 和 則

“目には青葉 山ほととぎす 初鰹”・・・５月の晴れの日に青い空を見上げると、フッとこ

の句が浮かびます。『今年の鰹漁は、芳しくありません。不漁が続いています。・・・・』など

というニュースを耳にすると、現実は厳しいのですが、せめて俳句からたっぷり季節感を味わ

い、若葉を揺らすさわやかな風を肌で感じながら、生活していきたいものです。

さて、４月の春季大会を終え、５月の大型連休も終え、それこそ、桜や菜の花が咲き誇る季

節が去って、今やすっかり青葉の季節になりました。子どもたちは、淡々と行事をこなしなが

ら学校生活に順応し、その流れをしっかりつかんでいます。

○ まるで夢のようです・・・・などと言うと、少々大げさなのですが、

『克己』について ６年後の２０２０年に開催されることになった、東京オリンピックの

ことです。一生のうちで２度もオリンピックが日本で開催されるとは、

思ってもみませんでした。日本で初めて開催されたのは、１９６４年、昭和３９年ですが、今でも

覚えています。小雨の降る中、全校で国道沿いに並び、小旗を振っていました。当時、私は小学１

年生でしたが、雨の中で聖火リレーを応援したことを鮮明に覚えています。

その東京オリンピックで特に印象に残っているのは、なんといっても“裸足のランナー、エチオ

ピアのアベベ”選手のことです。アベベは裸足の王者とも呼ばれていました。ある記者がアベベに、

「マラソンに勝つための秘訣があったら教えてくださいませんか。」と質問したそうです。それに

対してアベベは答えます。

「秘訣なんかありません。私は人と競争して勝つんだというよりも、自分自身の苦しさに勝つこと

をいつも考えながら走りました。息は切れるし、心臓はドキドキするし、足は重く、苦しさの連続

です。しかし、強い心をもってそれにうち勝ったときには、いつも優勝していました。」
アベベのように・・・とは言わないまでも、生徒たちには、いつも心に『克己』を秘めて、自分

で自分を鍛えながら、力強く生きてほしいと願っています。

健全なる精神は健全なる身体に宿る! 細胞の成長は２０才がピーク！？

○ 心と体はやはり一つであると思います。 ○ 中学生の年齢は、１３才～１５才です。人間の
体が健康であれば、心も健康であるというこ 細胞の成長のピークは、２０歳頃ということです
とです。風邪を引いたり、けがをしたりした が、そもそも、１個の細胞が分裂して約６０兆個
ときは、心も静かにして、心身共に癒やした まで増えるとのことです。びっくりです。まさに
いものです。 想像を絶しますが、中学校時代がとても大事だと

４月から“全校の健康”と称して、①欠席 いうことが分かります。今こそ、基本的な知識や
者数（左側）、②けが者数（中央）、③保健 技能はもちろんのこと、知恵や良き習慣などをし
室利用者数（右側）をグラフ化し、データを っかり身に付けたいものです。
分析していきたいと考えています。 ただし、脳細胞は使っている限り成長するとの

下のグラフは先月の曜日別のグラフです。 ことです。いつまでも勉強したいものです。
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５月17日(土)～18日(日)、24日(土)～25日(日)

に行われた県中体連春季大会の主な結果をお知

らせします。先月潟上南秋大会でも活躍した羽

城中生でしたが、更に高いレベルでの大会でも

剣道部男子は好成績を収めました。夏の総合体

育大会に向けて期待が膨らみます。保護者・地

域の皆さん応援ありがとうございました。

【剣道男子団体】第３位

１回戦 ○羽 城 ２ － ０ 城 南

２回戦 ○羽 城 ４ － ０ 秋田南

準 々 決 勝 ○羽 城 ２ － １ 秋田西

準決勝 羽 城 ０ － ３ 山 王○

県大会第３位という成

績に満足せず、次は県総

体優勝を目指して練習に

励みます。応援本当にあ

りがとうございました。

【剣道女子団体】２回戦惜敗

１回戦 ○羽 城 ４ － １ 秋田南

２回戦 羽 城 １ － ２ 横手明峰○

【柔道女子団体】２回戦惜敗

２回戦 羽 城 ０ － ３ 男鹿東○

【その他大会の活躍】

□ 天王グリーンランド・クロスカントリー大会

中学女子短距離3.0km

第１位 ２年 原田りな

第３位 ２年 佐々木佳乃

この成績にはすごく満

足しています。毎日の練

習を大切にして、次の大

会や記録会でも好成績を

残せるよう努力します。

５月８日(木)６校時目に、前期生徒総会を開

催しました。前期生徒会の活動スローガンは昨

年度後期と同様に『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「心と心

の交流だけでなく、通信など目に見えるもので

何事にも感謝の気持ちを伝えようという願いを

込めました。皆さんも、日頃から友達や先生な

～ 前 期 生 徒 総 会 を 開 催 ～

～全県春季大会等・大活躍～ どに感謝の気持ちを伝えてみてください。

さて、今年の羽城中学校のキーワードは、『本

気に生きる』です。生徒会活動だけでなく、様

々な活動を昨年度より、本気で頑張りたいと思

います。」と説明しました。

執行部の提案及び各委員会の活動計画案など

全ての議事が全校生徒から満場一致で大きな拍

手で承認されました。

校長からは「今回の総会では、羽城三精神で

ある『克己・果敢・笑顔』の３つの要素が多く

見られ、さすが羽城中の生徒は立派であると感

じた。質問に対する執行部の返答も的を射てい

てすばらしかった。今後の日常活動や学校行事

での活躍を期待したい。」と激励しました。

【議長・副議長の進行】 【積極的な質問・意見】

５月23日(金)に宮崎県都城市立山田中学校の

３名の先生方が本校を訪問しました。本市の農

聖石川理紀之助翁が、明治34年に尊敬する友人

であった前田正名氏から九州各県の農村の立て

直しを要請されました。翁はこの要請を受けて、

「途中で客死するとも、白骨になりて帰らん」

との覚悟で明治35年に宮崎県の谷頭の農村（現

在の都城市山田地域を含む）を訪れます。そし

て、貧困にあえいでいた現地の農民のために熱

心に農業指導を行いました。このことが縁で百

年以上経った今でも現地の人々は翁への感謝の

念を忘れてはいないと言います。山田中学校の

先生たちも理紀之助翁への尊敬と感謝の念をも

って本市及び羽城中学校を表敬訪問したものです。

玉利勇二校長先生は「できれば羽城地域及び

羽城中学校と、石川理紀之助の功績を讃えなが

ら末永く交流したい。」と提案されました。本

校の校長も「できる限り努力したい。」と力強

く語り、互いに固く握手を交わしました。

最後は、本校吹奏楽部員による『秋田からの

風』の歌と演奏を聴いて「秋田に来て本当によ

かった。」と感謝しながら帰路に着きました。

【校長室で懇談会】 【３校時目授業参観】

～都城市立山田中学校職員学校訪問～



３年生修学旅行隊は、５月21日(水)～23日(金)

の２泊３日で東京方面にて学習活動を行いまし

た。目的は次の３つでした。

(1) 首都圏での体験活動を通して見聞を広める。

(2) 集団生活を通して規範意識を高め、友情を

深める。

(3) 計画の企画・運営に携わり、自主的・実践

的な態度を養う。

計画どおり日程を終えた解団式では、全員の

充実感に満ちた笑顔が見られ、上記の目的が達

成されたとともに、生徒一人一人が大きな成果

を上げたことが分かりました。

引率した校長、学年主任からは「生徒一人一

人が公共を意識し、自覚をもって行動すること

ができた。集団行動の整列やホテル等でのルー

ルやマナーもしっかり遵守することができてい

て感心した。まさに、羽城中学校のリーダーに

ふさわしい行動や態度であった。今後の学校行

事における３年生の活躍がますます楽しみにな

ってきました。」と賛辞の言葉を贈りました。

実行委員長の舘岡未歩さんは「最高の仲間と

最高の思い出を作ることができました。この旅

行に携わった全ての人たちに感謝の気持ちでい

っぱいです。本当にありがとうございました。」

と修学旅行及び解団式を締めくくりました。

【江戸東京博物館見学】 【東京消防博物館見学】

２年生宿泊体験学習は、５月21日(水)～22日

(木)の１泊２日で岩手県陸前高田市、宮城県気

仙沼市等にて「絆で築く防災意識」をスローガ

ンに学習活動を行いました。目的は次の３つで

した。

(1) 学年・学級の連帯感を高め、集団生活のル

ールやマナーを身に付ける。

(2) 被災地訪問を通して、災害の実際や復興の

現状を見ることで防災意識を高める。

(3) 節度ある行動の大切さを体得し、望ましい

社会性を身に付ける。

引率した学年職員からは「生徒も職員も命の

重みと防災意識の大切さを実感できた。生徒は

宿泊学習の目的を十分に果たすことができた。」

現地に行かなければ決して感じることのできな

～３年修学旅行・最高の思い出～

～２年宿泊学習・絆で築く～

い貴重な体験をした。」など、成果をたくさん

聞くことができました。中堅学年としての行動

や態度に自覚をもち、学校生活をより充実させ

ていく上で大切なことを学んだ体験活動でした。

次期学校のリーダーとして順調に育っています。

【地震体験センターにて】 【夕食で元気回復】

５月２日(金)には、全校生徒を対象に非行防

止教室を実施しました。

非行防止教室の目的は、生徒の規範意識の高

揚と望ましい行動・態度の具現です。今回も五

城目警察署生活安全課少年係伊藤裕子さんを講

師にお迎えし、懇切丁寧な指導と助言をしてい

ただきました。

第１部は、万引き・窃盗・器物破損など中高

生に最も多い軽犯罪について、生徒に分かりや

すく説明しました。落書きや看板を蹴っただけ

でも器物破損に当たること、中学生が高校合格

後に万引きをして補導されて高校を中退せざる

を得なくなった事例などを聞きながら、生徒は

真剣に善悪の判断の難しさを考えていました。

第２部は、ＤＶＤ映像を視聴しながら、イン

ターネット・携帯電話・スマートフォンの危険

性について学習しました。サイバー犯罪「画面

の中の分かれ道」という表題で、それぞれの危

険性や恐ろしさについて解説を受けました。

特に、「スマホはパソコンと同じ。フィルタ

リングはできるが、ワイファイを使用する場合

は、それも効かない。場合によっては、自分の

位置情報やメールアドレス、電話番号までも相

手に知られてしまうことがある。」という説明

を受けて、利用者側の情報モラルが強く求めら

れていることを確認しました。

講師の先生からは、「羽城中の生徒は、話を

聞く態度が立派で、各事例を自分のこととして

真剣に受け止めている。今後も法律や携帯電話

などの使用ルールやマナーを守ってほしい。」

とお褒めの言葉と激励を頂きました。

【生徒の真剣な表情】 【校長室にて懇談】

～非行防止教室を実施～



５月15日(木)６校時に、大豊・飯田川両小学

校の恩師の先生方をお迎えし、１年生の授業参

観を行いました。生徒たちは、恩師の先生が訪

問するのを今か今かと首を長くして待っていま

した。１組は社会、２組は数学、３組は英語の

授業を行いましたが、いずれの授業でも生徒は

張り切って挙手をして発表していました。

恩師の先生からは「全員元気に、仲良く、楽

しそうに学習している姿を見て安心しました。

心身ともに大きく成長していますね。」とお褒

めの言葉を頂きました。

生徒は「小学校の先生が来るということで授

業は少し緊張したが、顔を見たら安心した。授

業が終わってから少しお話しすることができて

よかった。先生に心配を掛けないように中学校

で頑張りたい。」と話していました。

【１組社会の授業】 【２組数学の授業】

【３組英語の授業】 【真剣に考えています】

５月26日(月)には、県民防災の日・全市一斉

避難訓練に合わせて、今年度第１回目の避難訓

練を実施しました。震度６強の地震が発生し、

その後理科室から出火。さらに、津波も想定し

学校から元木山陸上競技場まで移動する訓練で、

その主な目的は次の３点でした。

(1) 災害時において生徒が安全かつ素早く避難

する。

(2) 避難訓練を通して、これまで以上に防災意

識を高める。

(3) 命の大切さについて改めて考える。

学級担任の入念な事前指導の成果が表れ、生

徒は学級ごとに整然と避難しました。全校生徒

が校舎外へ避難するまで４分以内、元木山まで

は15分以内という目標を立てましたが、昨年度以

上の短時間で見事達成しました。

校長は講話の中で「正しく怖がることが大事

です。災害の予想ができたなら、まず避難する。

～避難訓練を実施～

～新入生授業参観を実施～
こうした防災文化を築いていきましょう。」と

語り掛けました。

日本海中部地震から31年、東日本大震災から

３年が経ちましたが、その被害が甚大であった

ことを忘れず、毎年真剣に訓練を行うことを生

徒・職員共に再確認しました。

【元木山までの道のり】 【全校生徒へ校長講話】

学校支援地域本部事業５月の展示は、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作品です。陶芸の見

事な秀作です。「二釉掛花器」のほか、大皿の

「海底から」、野焼き作品の「鶴首花器」「火襷

花器」「すすき花器」の５点を一階ホールと三

階オープンスペースに展示しています。野焼き

の三作品は、今春グリーンランドで創作した新

作です。そのときの様子を写した写真も数枚展

示しています。

もう一作品は、天王字羽立の江畠ツヤ子さん

の作品を展示しました。吊し飾りの見事な秀作

です。色とりどりのビーズ、折り紙、和紙、折

り鶴などを自由に並べた繊細で美しいな作品で

す。

宮崎県都城市立山田中学校の校長先生をはじ

め３名の先生方をお迎えしようとおもてなしの

気持ちを伝えるために展示しました。多数の来

客の方々からも鑑賞していただきました。作品

の見事な出来栄えに大変感心していました。

学校にお越しの際は是非ご覧になっていただ

きたいと思います。

本当にすばらしい、貴重な作品を提供してい

ただき、誠にありがとうございました。

【繊細な模様をもつ力強い陶芸作品】

【美しく色鮮やかな吊し飾り】

～ 学校支援地域本部事業・５月展示～


