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～そうじ百より汚さぬ心→百の言より、一つの動 ～
げ ん ど う

校長 佐 藤 和 則

長い夏休みも終わり、一年の中でも充実した時期を迎えました。今年の夏はどうしたことか、カーッ！

とした暑い日、太陽がギラギラと人肌に照りつけるあの暑い日が少なかったように思います。それでも

生徒たちは、一人の命も落とすことなく元気に登校し、夏休み明けのスタートを切りました。

さて、実質３３日間の夏休みでしたが、上位大会に進んだ運動部はもとより、書道、アナウンス、作

文、珠算などの文化面でもたくさんの羽城中生が活躍しました。特に、吹奏楽部はコンクールの県大会

でゴールド金賞を獲得するなど、本当に羽城中の三精神（克己・果敢・笑顔）が発揮された、大変すば

らしい夏休みだったと思います。

もう一つあります。全校で資源回収をしたことです。現代はグローバル化の時代です。“廃品ではなく

資源にしていくのだ”という考え方そのものが重要なことであり、中学生としてのみならず、地域の一

員としてのこの奉仕活動は、１９７０年代に表面化した、『地球環境が人類的課題だ・・・』というグロ

ーバルな精神が広まり、今では地球規模に考えることは、けっして大胆な考えではなく、至極当然な考

えのようになりました。本当に、そうでなくてはいけないのかも知れません。次世代を担う中学生たち

の心にしっかり根付かせ、自分の命を、他人の命を、そして地球の命を守っていく行動人（こうどうび

と）に育てていきたいものです。

ところで、学校は様々な活動が計画的に行われています。常に、先々の予定を見据えながら行動して

いくことが不可欠になります。だからこそ、準備を早めに行い、“カエルを先に食べてしまう“ことが大

事になります。そうすると面白いことが起きます。時間が余ってくるのです。時間が余ってくると、次

に早く取りかかることができますし、新しいことをすることもできます。端から見ると、何やら忙しく、

まるでたくさんの仕事を上手に出来る人のように見えます。しかし、その手際のよさが、自分自身の一

つの能力となっていくのではないでしょうか。

『そうじ百より、汚さぬ心』という言葉があります。人は誰しも経験を積むといろいろ分かってきて、

口数は多くなるものです。そのくせ、体を動かすことが億劫になってしまうようです。これではいけま

せん。まさに石川理紀之助翁の『寝ていて人を起こすことなかれ』です。本当は、一つの行動によって、

新しく何かを見いだしたり、感じたりします。それが一つの貴重な経験として積み重なっていきます。

その積み重なりがいつしか心を変容させ、自分の性格をも変えていくに違いありません。芥川龍之介の

言う『運命は性格の中にある』と結び付くような気がします。心を鍛えながら性格を正して生きていき

たいものです。

植物同士が「会話」をしている？ 葉を食べられた植物は、ある香りの物質

を出し、周りの植物がこれを受け止めて虫

が嫌う特殊な化合物に変えるのだそうです。

単なる虫の気まぐれかと思っていましたが、

なるほどなあと感心しました。物言わぬ植

物も助け合って生き残りを図っているのだ

そうですが、本当に驚かされました。

私たち人間にも目に見えないものがあり

○ 同じ花の茎についている葉にもかかわらず、同 ます。例えば、『以信（心）伝心～感謝の

じように全部の葉が虫にかじられてはいないこと 心～』です。これは、今年度の生徒会のス

に不思議を感じていましたが、あるラジオ番組で ローガンですが、生徒たちは、言葉による

「実は、植物同士が会話をしてるのです。」と、あ 感謝の意とともに、深遠・微妙なる事柄を

る植物学者がおもしろいことを語っていました。 も相手の心に伝えようとしています。
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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。

□社会を明るくする運動協賛作文(7/22)

最優秀賞 ３年 澤田佳希 ２年 奥井琳花

１年 菅原もえ

□東北剣道大会(8/4～6 宮城県仙台市)

男子団体予選リーグ(１敗１分)惜敗

１戦目 羽城 １－１ 泉(福島)

２戦目 羽城 ０－５ 門脇(宮城)○

男子個人(３年 澤井敬和)

１回戦 ○澤井 １－０ 布施(山形朝日)

２回目 澤井 ０－１ 安藤(福島郡山)○

□東北陸上競技大会(8/7～9 福島県郡山市)

女子共通走幅跳 ３年 伊藤裕理 予選惜敗

女子共通100mH ２年 佐々木佳乃 予選惜敗

□東北水泳競技大会(8/9～11 青森県青森市)

男子1500ｍ自由形 ２年 菅原 慎 第12位

男子 400ｍ自由形 ２年 菅原 慎 予選惜敗

□秋田県中学校放送コンテスト(7/24)

入選 ２年 鈴木彩美花 １年 沢井 冴

□全日本吹奏楽コンクール秋田県大会(8/10)

ゴールド金賞

□潟上南秋席書大会(7/24)

半紙の部 金賞 平野咲奈、菊地美貴

銀賞 小林芽衣、三浦佳歩

田仲 新、菅原史絵

小林日向莉、鐙詩織

南本若菜、工藤亮大

進藤里歩子、鷲谷京香

条幅の部 金賞 鷲谷京香

銀賞 小林芽衣、淡路千友美

菅原彩花、平野咲奈

小林礼奈

□全県席書大会(8/7)

半紙の部 金賞 ２年 菊地美貴

条幅の部 銀賞 ３年 鷲谷京香

□秋田県珠算競技大会(8/3)

中学生部門 ３年 石澤真太郎
個人競技 優勝 読上算競技 優勝

読上暗算競技 優勝 ※東北大会の結果は次号で紹介します

～夏休み中も羽城中生大活躍～

夏休み明け初日の８月25日(月)は、１校時に

全校集会を開き、夏休み中にあった各種大会・

コンクールの成績報告及び生徒発表を行いまし

た。その後、生徒たちは、学年ごとに課題テス

トと実力テストに真剣に取り組みました。

集会では、１年代表の加藤愛さんは「総合学

習でワッフル販売を行い、働くことの喜びを学

んで、とても充実していました。部活動の練習

は大変でしたが、目標を意識して頑張ることが

できました。」と充実感を強調しました。

２年代表の菅原明日香さんは「クラブチーム

サッカーで全国大会に出場し、自己管理の大切

さを学びました。夏休み中の勉強も計画的にで

きました。前期後半は、学校行事でクラスのた

めに貢献することと、部活動では最後まであき

らめず練習に集中することです。」と成長及び

決意を強調しました。

３年代表の菅原久世さんは「夏休みは受験勉

強とラグビーの練習に集中して取り組みました。

これからの課題は受験生としての自覚をもち、

英語の長文読解力を身に付けることです。羽城

祭でも最上級生として自分の役割をしっかりと

果たしていきたいと思います。」と受験生と最

上級生として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ていました。

【立派な発表でした】 【整然と全校集会】

８月17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。朝８時前に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取り組みました。古紙

や空き缶などを中心に大型トラックなどで２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明るく、さわやかで、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みました。

一緒に活動していただきましたＰＴＡ環境部員

の皆様、各町内会ごとの保護者の皆様、軽トラ

ックなども多数出していただきまして本当にあ

～資源回収ボランティア活動 ～

～ 一回り成長して元気に登校 ～



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環境部長の金

子和仁さんが「今年は涼しい中で活動をするこ

とができました。忙しいところ、多数の参加あ

りがとうございました。羽城中伝統の資源回収

活動を中学生の思い出にしてほしいと思いま

す。」と参加した全員に慰労と感謝の言葉を贈

り、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】

７月25日(金)には、第80回記念全県少年野球

大会が開催されました。記念大会のため今年度

の代表校は42校で、潟上南秋からは本校と井川

中学校が出場しました。本校は開会式直後の１

回戦に登場し、大仙地区代表の大曲中学校と対

戦しました。本校の応援団は、夏休み中にもか

かわらず、約200名が参加し、吹奏楽部の軽快な

演奏に乗り選手を激励し続けました。

当日４打数３安打と大活躍した主将の淡路恭

太さんは「１回戦で大曲中と対戦し、３対７で

敗れてしまいましたが、こまちスタジアムとい

う最高の球場で野球ができたことは一生の思い

出です。これからは、応援してくれた全ての人

への感謝の気持ちをもって生活していきたいで

す。本当にありがとうございました。」と丁寧

に感謝の言葉を述べました。

また、暑い中当日地

域を挙げて応援に駆け

付けてくださいました

多数の皆さんに心より

感謝申し上げます。

８月10日(日)には、全日本吹奏楽コンクール

第56回秋田県大会が開催されました。中央地区

大会で金賞を受賞した勢いをそのままに県大会

に臨み、最高の演奏を披露しました。部長の鷲

谷京香さんは「夏休みの練習で、音に厚みが出

て完成度が上がってきていました。本番でも実

力は出せたと思います。東北大会には出場でき

ませんでしたが、県大会で初めて金賞を取れた

ことは大変うれしかったです。来年は、是非東

北大会へ行くという思いを１・２年生が引き継

～全県少年野球大会に出場して～

～ゴールド金賞・吹奏楽部～

いでほしいと思います。」と喜びを語りました。

また、吹奏楽部は16日(土)には昭和庁舎前を

メイン会場とする八郎祭りのステージにも立ち、

これまでの練習の成果を地域の方々に披露し、

拍手喝采を浴びました。

【金賞で笑顔に】 【地域のために大活躍】

夏休み明け初日の８月25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、さわやかな１日と

なりました。このほかにも９月１日(月)には五

城目地区少年保護育成会潟上支部の皆様からも

自転車の乗り方の指導や横断歩道の渡り方など

を中心に指導していただくことになっています。

【笑顔で登校：女子】 【さわやかな表情：男子】

８月23日から羽城土曜塾を実施しています。

参加した30名の生徒は、自学を基本として、勉

強して分からない箇所を４名の講師の先生に質

問するなど、意欲的に学習に取り組んでいまし

た。３年生はさすが受験生で、真剣さが違いま

す。参加者からは「先輩の話を聞いて、受験勉

強をするなら集中して取り組める土曜塾がよい

と思って参加した。友達と一緒に有意義な時間

を過ごすことができた。」と感想を述べていま

した。１・２年生は「夏休みの宿題を終えるこ

とができて安心した。教えてもらってとても助

かった。」と素直に実感していました。

【３年生真剣です】 【１・２年生意欲満々】

～羽城土曜塾始まりました ～

～地域本部事業・あいさつ運 動 ～



先月発行の校報「青雲」第５号では、７月３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、「年々生徒の規範意識が高まるとともに、キャリア・スタート・ウィークなどの職場体験学

習を通じて、ふるさと潟上を愛する心が育ってきている。」とお褒めの言葉を頂きました。

《平成26年度あきた型学校評価「生徒指導」について》

重 点 目 標 互いを認め合い、思いやりの心をもち、本気に生きる生徒を育成する。

平成25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 23.2％ 10.6％
自分にはよいところがあると思う(あてはまる)

全県 23.9％ 20.7％

本校 61.6％ 50.0％
自分にはよいところがあると思う (どちらかといえばあてはまる)

全県 54.1％ 55.2％

○ 全体的に素直で明るく、落ち着いて学校生活を過ごしている生徒がほと

んどである。しかし、自分にもよさがあると感じる自己肯定感や、自分は

仲間や他の人のために役立っていると感じる自己有用感の結果には、学年

ごとに差があるのが現状である。

○ 不登校や不登校傾向とされる生徒、また別室に登校して学習をしている Ｐ

生徒が６名いる。これら６名の生徒は、他の関係機関と連携して学習に取

り組んだり、部分的に普通教室以外の別室で学習を続けたりしている。 計

現在は生徒の自立に向けて、学級担任を中心に、学年部、スクールカウ 画

ンセラーや他の関係機関とも連携して個に応じた指導を行っている。

①「自分にはよいところがあると思う(あてはまる･どちらかといえば､あてはまる)」

具体的な目標 という項目の合計は、現２年８４．８％、３年生６０．６％である。

この現状を踏まえ、２年生は８５％以上を目指す。

３年生は５ポイント上昇を目指す。

②不登校や不登校傾向の生徒の割合を減少させる。（25年度1.6％ 現在2.1％）

→それぞれのペースで、頑張っていけるように家庭や各関係機関との連携

を図る。６人から４人へ減少させる。

・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も簡単な連絡や情報交換も行

状況 う場になっている。 Ｄ

・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

と併用することにより、より早く生徒の変化に気付き、早期対応がより確 実

実にできるようになっている。 践

・克己ノートを利用して学級担任と生徒の信頼関係を構築している。

・生徒指導対策委員会を定期的に開催し、情報の共有化を図っている。

～あきた型学校評価「生徒指導」について～


