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師走・・・2014年が終わります・・・１ 年の締めくくりを
校長 佐 藤 和 則

『Why is it that making tanks is so easy、but building schools is so difficult ? 』

（戦車を造るのはとても簡単で、学校を建てるのがとても難しいのはなぜ？）と、力強くスピーチをした

のは１７才の少女、マララ・ユスフザイさんでした。ノーベル平和賞の授賞式でのことでしたが、

とても強く印象に残っています。まさに「教育」は「平和」と密接な関係にあり、世界の（あるい

は人類の）大きな課題の一つであると改めて感じました。そして、世界中の多くの人たちが、教育

の重要性を再認識させられたのではないでしょうか。

さて、間もなく２０１４年午（うま）年が終わります。本校もたくさんの方々のご理解、ご協力

により、後期の前半を終えることができます。ありがとうございました。

これまでの８か月余りを振り返ってみますと、保護者の方々や地域の皆様方には大変お世話にな

りました。特に、校内競技会での応援や羽城祭でのご協力やご声援、たくさんの拍手など、生徒た

ちには大きな励みと力になりました。また、校内に貴重な作品を展示してくださいました地域の皆

様、夏の資源回収活動や朝のあいさつ運動などをしてくださいました皆様、いろいろな形で多くの

方々に支えていただきました。心より御礼申し上げます。

さらに、１年生のワッフル販売等の体験活動、２年生のＣＳＷ（キャリア・スタート・ウイーク）、

３年生を中心とした部活動の各種大会やコンクール等においても、激励や応援など、ご家族の方々

や地域の皆様には頭が下がります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

宮崎県都城市の山田中学校との交流がスタートしました。

皆さんご承知のとおり、１９０２年といいますから、今から１１２年前のことです。石川理紀之

助翁が、現在の都城市山田町地区に農民救済に向かわれました。自ら率先して勤労や倹約の生活を

示し、山田地区の人々と一緒になって農業を振興させました。わずか半年余りの期間でした。それ

でもお別れの時には、理紀之助翁をはじめとする、指導に訪れた人々に対して心の底からなごりを

惜しみ、いつまでも見送り続けたとのことです。

今年の５月末、都城市立山田中学校の校長先生をはじめ６名の教育関係者の方々が本校を訪れま

した。特に、中学生同士の交流の計画が進み、今月の５日にも来校されました。そしてなんと１６

日には初めてパソコンを使ったテレビ会議(生徒会交流)を行いました。１２月末には、山田中の生

徒６名が来校する予定です。時代を担う生徒たちの交流がスタートしました。

理紀之助翁のお引き合わせのような気もします。充実した交流を目指したいと思います。

あなたは朝日派ですか？夕日派ですか？

○ ある新聞のアンケートで、朝日派が３０％、夕日

派が７０％の結果が出たとの記事を読みました。

皆さんはどちらですか？あいさつの朝日、お疲れ

さまの夕日に思えますが、朝日は「目覚め」「やる

気」「始まり」などのキーワードを思い出します。

一方、夕日は「お疲れ」「よくやった」「帰ろうか」

などの言葉が出ます。校歌や県民の歌は朝日派です。

『♪晴れて平和の朝をよぶ～』『♪朝あけ雲の～』

が、それぞれの出だしですが、年の瀬は、潟上の夕

日を背にして締めくくりましょう。

来年は未（ ひつじ）年です。皆様、どうぞよいお年をお迎えください。
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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・南秋中体連栄光賞・指導者賞(11/27)

栄 光 賞 県総体水泳 男子1500m自由形

第１位 ２年 菅原 慎

指導者賞 水泳部監督 教諭 菊地いづみ

県総体壮行会での応援や

励ましが何よりの力になっ

ています。本当に感謝して

います。県外遠征の練習で

も頑張ってきます。

□ 潟上・南秋中体連連覇賞(11/27)

女子陸上競技部 ６連覇

今年も先輩たちの栄光

を継続し連覇を果たすこ

とができました。応援し

てくれた生徒・保護者の

皆さんに感謝しています。

□ 畑澤正作杯バスケットボール大会(11/29～30)

女子 第３位

優秀選手賞 ２年 金子桃華

□ 大森カップバスケットボール大会(12/13～14)

男子 優勝

男子 最優秀選手賞 ２年 菊地奏杜

女子 優秀選手賞 １年 佐々木栞

□ 羽城中学校招待バレーボール大会(12/13)

第３位

□ 二ツ井きみまち杯柔道大会(12/14)

女子団体 準優勝

女子 優秀選手賞 ２年 菅原史絵

男子団体 決勝トーナメント１回戦惜敗

□ 県児童生徒美術展(12/11)

優 良 ３年 岡根美羽

２年 小林日向莉、三浦佳歩、佐藤柊也

１年 小林芽以

佳 作 ３年 鐙 詩織、舘岡里歩

２年 仙葉瑞季

１年 沢井 冴、冨樫龍太

～羽城中生徒の活躍紹介～

12月４日(木)～５日(金)の２日間にわたり、

宮崎県都城市立山田中学校区の６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35年に宮崎県中霧島谷頭地区の農村

（現在の都城市山田地区）を訪れ、現地の農民

のために熱心に農業指導を行いました。山田中

学校区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今年度２回

目の表敬訪問をしたものです。

団長である山田中学校の・・・・校長先生は

「来年度、石川翁の生誕170周年、没後100年の

区切りの年で、都城市の山田中学校区と潟上市

の羽城中学校区との交流を十年かけて行う準備

ができた。理紀之助のように自ら進んで行動し、

他人のために働ける人材を育成したい。」と力

説されました。本校の校長も「両者の交流がい

よいよ現実味を帯びてきた。できる限りの努力

したい。」と互いに固く握手を交わしました。

【吹奏楽部の歓迎演奏会】 【生徒会役員と記念写真】

吹奏楽部は、山田中学校区の先生方を歓迎し、

ミニコンサートを行いました。１曲目は都城市

「山田のかかし笑劇団」の・・・・・・さん作

詞の「秋田からの爽風」を演奏しました。これ

まで、理紀之助に関するイベントでこの曲を演

奏してきたので、吹奏楽部員にとってはすっか

りお馴染みとなっています。ほかに「秋の童謡

メドレー」では部員が歌い、「GUTS！」ではス

タンドプレイをしながら演奏しました。先生方

から温かい拍手を頂きました。山田中学校の吹

奏楽部は３年連続で県大会金賞を受賞していま

す。吹奏楽部同士の交流も期待できそうです。

吹奏楽部の演奏会後は、図書館で生徒会執行

部との座談会を行いました。生徒会役員は一人

一人、石川翁についての思いや教え、石川翁の

功績、宮崎県山田村との交流復活への希望など

を伝えました。生徒は、都城市の小中学校で石

川翁について深く学んでいることに、改めて石

川翁の偉大さを感じ取ることができました。

座談会の後には、「理紀之助カルタ」で大い

に盛り上がりました。どちらも譲ることなく白

熱した戦いが繰り広げられました。

石川翁がつないだ縁は、時を経て、温かく楽

しい出会いで再びつながりました。

～都城市立山田中学校区職員来校～



12月９日(火)には、東京都中央区教育委員会

及び小学校から５名の先生方が本校を訪れ、１

年２組の数学の授業を参観しました。

これは、潟上市と中央区の先生方が協力して、

教員の指導力の向上、及び児童生徒の健やかな

成長と学力の向上を願って継続されている教育

交流事業の一つです。

授業は、１年数学担任の・・・・教諭と潟上

市教育専門監の・・・・教諭のティーム・ティ

ーチングで行われ、「比例の応用問題」に取り

組みました。生徒たちは表、式、グラフ、図な

どを上手に使い、ペア学習やグループ学習を通

して学習課題を的確に解決し、一人一人が理解

力や思考力などを高めていました。

中央区の先生方からは「生徒の学ぶ姿勢がす

ばらしい。」、「生徒のノートや学習シートのま

とめ方が大変上手である。」、「生徒は問題解決

の力をしっかりと身に付けている。」、「学級掲

示などを見ただけで学級経営のすばらしさが伝

わってくる。」などお褒めの言葉を多数頂きま

した。授業を終えた生徒たちは、精一杯のおも

てなしで歓迎するとともに、分かる喜びを実感

し、とても満足した表情でした。

【先生方が熱心に観察】 【論理的な説明です】

12月11日(木)には、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。

授業参観では、１年生は学級担任以外の教科

の授業、２年生は総合発表会を行いました。

１年生は、通常の教科授業をご覧いただきま

したが、元気のよさと明るさの中にも落ち着き

が加わり、意欲的に学習に取り組んでいました。

この１年間の心身の成長ぶりが保護者の皆さん

にも十分に伝わった様子でした。

２年生の総合発表会は、10月に実施したキャ

リア・スタート・ウィーク(ＣＳＷ)で学んだ、

職場体験で身に付けた知識や技能、働くために

必要だと感じた資質や能力などを保護者の皆さ

んに向けて発表しました。「学校の顔」として

の自覚をもちながら、非常に落ち着いた態度で、

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、皆満足した表情でした。

～東京都中央区から教育視察～

～授業参観及び学年・学級PTA～

学年ＰＴＡでは、①これまでの学習・生活に

ついてのまとめ ②冬休みの過ごし方について

の留意事項 ③修学旅行の計画等 について連

絡や情報交換をしていました。

また、過日行った保護者による学校評価の結

果についても、自由記述に触れながら、学年ご

との成果と課題を挙げ、改善策について明確に

示していました。終始和やかな雰囲気の中で、

保護者と教師の信頼関係が保たれつつ、有意義

な話し合いがなされました。

WEB版では写真を省略しています

【２年ＰＴＡ】 【１年ＰＴＡ】

12月５日(金)午後、本校の３年生98名が大豊

小学校と飯田川小学校の４年生89名に向けて、

「羽城タイム」(総合的な学習の時間)で学んだ

学習の成果を分かりやすく丁寧に発表しました。

３年生の発表内容は「潟上市への提言」です。

潟上市の産業、観光、郷土、福祉、歴史などの

分野から特定の内容を選択しました。

「潟上市のよさ再発見」、「八郎祭りのＰＲ」、

「鷺舞祭りのＰＲ」、「メルシティ潟上の発展」、

「潟上市の特産商品」などをテーマに、小学校

の後輩に向けて、プレゼンテーションソフトや

ポスター等を使って分かりやすく資料を提示し、

実演やクイズなども交えながら要点をまとめて

発表しました。発表会に招待した潟上市役所や

教育委員会の職員などからも貴重な助言やお褒

めの言葉を頂き、笑顔で発表を終えました。

【大豊小での発表】 【飯田川小での発表】

12月12日(金)６校時、視聴覚ホールにて２年

生101名が、１年生89名に対して「羽城タイム」

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

をしながら堂々と発表しました。

２年生は今回職場訪問した40事業所の内、20

事業所について、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主にプレゼンテー

～２年生が１ 年生へ総合発表会～

～３ 年生が小学４ 年生へ総合発表会～



ションソフトに分かりやすくまとめて、聞き手

を意識した発表内容になっていました。

接客業に興味をもった１年生は「どんな仕事

でも『礼儀、笑顔、気遣い』が大切だというこ

とが２年生の発表を聞いて分かりました。私も

来年の職業体験学習のときは、この学んだこと

を思い出して働きたいと思います。」と意気込

んでいました。また、公務員に関心をもった生

徒は「仕事場では人間関係を大切にして、相手

を敬うことが大切だと気付きました。先輩の体

験談は貴重でした。」と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

の中で自分の役割を果たしていくことです。そ

のことも十分に伝わったすばらしい発表会でした。

【２年生の発表は真剣】 【先輩の発表を聞く１年生】

12月４日(木)には、２年生と１年女子の生徒

会福祉委員10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、５日(金)には３年

生と１年男子10名の委員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

毎年実施しているものです。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。

【昭寿苑での飾付け】 【わかば園での飾り付け】

～生徒会福祉委員会ボランティア～

学校支援地域本部事業の12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・・

・・先生の作品を玄関ホールに展示しました。

絵手紙や絵葉書からは、相手に対する書き手

の優しい心遣いが伝わってきます。絵手紙の冒

頭に記されている「書き続けるうれしさをかみ

しめながら書いていきたい。」や「空色、虹色、

風色。顔はいろいろ、夢はいろいろ。だけどみ

んな自分色。」などの詩は、書き手の心情が素

直に表現されていて、とても印象的です。

宮崎県都城市立山田中学校区の校長先生たち

は「宮崎に帰ったら、早速これらの取り組みを

お手本にして地域の方々の作品を学校に展示し

て、学校と地域の交流を深めたい。」とおっし

ゃっていました。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、玄関ホールのクリスマスツリーや生

徒作品とともに是非お楽しみください。

【色彩豊かな作品です】 【美しい詩が心を打ちます】

３年生は、私立高校受験希望者が願書を提出

しました。いよいよ年明けから本格的に受験が

始まります。現在、私立高校の推薦や前期選抜

試験を受験する生徒は、連日面接練習などに余

念がありません。

こうした中、12月11日(木)に湖東地区更正保

護女性の会昭和分会会長の・・・・さん、副会

長の・・・・さんが来校し、３年生98名全員の

合格を祈願し、手作りした押し花しおりを校長

に手渡しました。このしおりは、会員の皆さん

が一つ一つ心を込めて製作した後、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年生は学年集会で紹介された後、学

級担任が生徒一人一人に、合格を願いながらし

おりを手渡すと、満面の笑顔で受け取っていま

した。本当にありがとうございました。

【願いは全員合格】 【美しい押し花の栞】

～絵手紙・絵葉書の展示 ～

～３年生に合格祈願のしおり贈呈～


