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早春・・・新しい自分の「芽」を育てよう！
～ 次のステップへGO！王者「羽城」の誇りと貫禄を胸に ～

校長 佐 藤 和 則

『私は、私の心血を注いで取り組んだ羽城中が名実ともに「王者」としての貫禄をそなえ、

隆々発展することを絶えず念頭においている。』・・・これは昭和６３年３月の校報「青雲」に

書かれてあった当時の校長先生の文章の一部です。今から２７年ほど前になりますが、当時、

校長先生は、『王者「羽城」の貫禄を』と生徒たちを激励されていました。

私は、昨年４月に赴任しましたが、最初の全校集会で、生徒たちの輝く目を見て思わず「天

下の羽城！」と激励しました。校長室には優勝カップやトロフィーが途絶えることはありませ

ん。また、スポーツに限らず、文化の面でも学校報で紹介させていただきましたが、校長室で

の生徒たちの表彰も数えきれないほど行いました。そのたびに記念写真を撮り、名誉ある表彰

された生徒たちの写真は校報を賑わしました。正に「天下の羽城」です。今後も歴代の校長先
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激励し、一人一人が堂々と胸を張って、貫禄あふれる生き方をしていくことを願って、生徒の

成長を支援していきたいと思っています。

さて、本校の３年生、９８名が間もなく卒業します。元気で明るい３年生でした。各種大会

での活躍はもとより、合唱コンクールの歌声でもお分かりのとおり、よく歌い、よく羽城祭を

盛り上げました。生徒会の委員会活動もよく工夫して、後輩たちを引っ張ってくれました。頼

りがいのある３年生でした。特に、全校の♪県民歌の合唱の実現は、３年生のリードなくして

は語られません。１，２年生も一生懸命でしたが、やはり３年生の存在は全校を盛り上げてく

れました。ありがとう３年生！それぞれ進む道は違っても、羽城中での思い出は永遠に消える

ことはありません。旅立つ３年生を心から大きな拍手で送りたいと思います。

「人間として生まれてきたからには、たった一人しかいない自分を、

たった一度しかない一生を、本当に生かさなかったら、

生まれてきた甲斐がないじゃないか」
か い

○ 山本有三の代表的な小説「路傍の石」の一説です。何度読んでも主人公“吾一”の生き様に
ろ ぼう

は泣かされました。しかし、泣いた後は不思議と勇気が湧いてくるものでした。多かれ少なか

れ、世の大人たちは何らかの苦労や壁を乗り越えてきたに違いありません。

生徒たちには、自分自身の意志で自らを磨き、同時に仲間と一緒に磨き合う努力を続けてい

ってほしいと願っています。

校 報

青 雲



羽城中生は、１月下旬から２月まで冬が到来

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。

入賞おめでとうございました。

□ 市冬季強化交流フットサル大会(1/25)

Ｕ13の部(１年の部) 優 勝

Ｕ14の部(２年の部) 優 勝

１年生、２年生ともに

優勝することができまし

た。とても自信になりま

した。春の大会でもみん

なで力を合わせて優勝で

【サッカー部の活躍】 きるように頑張ります。

□ 読書感想画秋田県コンクール(1/26)

優秀賞 ２年 小林日向莉

優良賞 ２年 三浦佳歩、藤原綾香

読書をしながら、想像

の翼を広げてみました。

そこには自分だけが思い

描いた情景があります。

来年度も入賞できるよう

【美術部の活躍】 にみんなで頑張ります。

□ 県中央地区吹奏楽ソロコンテスト(1/31)

銅 賞 ２年 佐々木咲理奈(テナー・サックス)

松塚由郁(バス・クラリネット)

□ 市健康生活推進顕彰児童生徒表彰(2/2)

３年 小玉郁也（３組）

三浦真穂（３組）

【健康優良生徒】 【剣道部の活躍】

□ 大潟錬成剣道大会(2/11)

女子団体 優 勝

男子団体 第３位(羽城・五城目・大潟の合同チーム)

□ 柔整旗争奪全県小中学校柔道大会(2/22)

男子団体

１回戦 羽城 １－４ 本荘南・東○

女子団体

２回戦 羽城 １－２ 湯沢南・羽後○

女子個人 努力賞 ２年 菅原史絵

～羽城中生徒の活躍紹介～

２月10日(火)に今年度第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、１組が学級活動、２・３組が道徳

の授業を行いました。自身の将来の夢について

考えたり、道徳的な価値について自分の意見を

述べ合ったりしながら、学級全員で学び合う姿

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、１組が学級活動、２組が理科、３

組が数学、４組が社会の授業を行いました。学

級担任の授業だったので、安心して授業に取り

組んでいました。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。

保護者の皆さんは教室の掲示物にも目を通しな

がら生徒の成長を実感していました。

３年生の最後の授業参観は、１・２組が学級

活動、３組は理科の授業を行いました。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。

１・２組は、生徒同士で受験の面接官と受験者

を交代しながら、真剣に面接練習に取り組んで

いました。保護者の皆さんは生徒の立派な受け

答えに感心するとともに、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。

【１年生道徳の授業】 【３年生面接練習】

学年ＰＴＡでは、この１年間の振り返りを行

うとともに、１年生は春休みの生活や学習、及

び来年度の宿泊学習について協議しました。

２年生は、県学習状況調査の結果について詳

細に報告するともに、来年度の修学旅行と受験

に向けての学習について協議しました。

３年生は間もなく実施される公立高校一般選

抜入試本番の日程や心構え、及び卒業式につい

て確認していました。

この１年間、学年ＰＴＡの企画・運営に当た

られた役員・会員の皆さん、ご協力とご支援に

心から感謝申し上げます。

【２年ＰＴＡ懇談】 【３年ＰＴＡ懇談】

～授業参観及び学年・学級PTA～



２月24日(水)の６校時、今年度の本校教育後

援会表彰を行いました。表彰対象は卒業する３

年生で、「栄光賞」は運動部等において特に活

躍した団体・個人に、「奨励賞」は文化部等に

おいて特に活躍した団体・個人に贈られました。

栄光賞は15名、奨励賞は14名、合計29名の３年

生を全校生徒が心からお祝いしました。詳細は

別に配付した表彰要項をご覧ください。

【栄光賞の表彰】 【誇らしい笑顔です】

２月18日(水)と24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26年度ＰＴＡ事業報告、会計報

告のほか、被表彰者の確認等を行いました。ま

た、平成27年度の事業計画、予算案、役員改選

についても協議しました。奈良正喜会長からは

「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今年度のＰＴＡ事業を全

て終え、その責任を果たすことができました。皆さ

んの温かいご支援に感謝申し上げます。」と、これま

での評議員の努力を労いました。

【各専門部の成果と課題】 【教育後援会の報告】

昨年の秋口に講習でこの絵本を知ったとき、

３月最後の読み聞かせは、「ハナミズキのみち」

（文・淺沼ミキ子 、絵・黒井健）にしようと決めました。

「だいすきな街。だいすきな景色。」で始ま

るそれは、私たちのよく知る男鹿半島の景色に

似ていて１ページ目から涙が止まりませんでし

た。泣かないで淡々と読めるようになるまで何

度も何度も読みました。この本のために作曲さ

れたという音源も作曲者の方や羽後町立図書館

の館長さんらに許可を頂き拝借しました。

子どもたちそれぞれに感じることは違うかも

知れませんが、2011年の３月11日にたくさんの

かけがえのない命が失われ、多くの家族が今現

～好評です 図書の読み聞かせ～

～PTA役員会・評議員会開催～

～ 教育後援会栄光賞・奨励賞 ～
在もその悲しみの中にいることを考え、想いを

馳せる時間を共有できたらと思いながら各教室

に向かっています。

（図書館支援員 佐々木麻衣子）

「ハナミズキのみち」より

震災によって亡くなってしまった男の子の目

線から書かれており、ハナミズキに託した思い

にすごく感動しました。私たちは今年度宿泊学

習で被災地の陸前高田市を訪問しました。そこ

で私たちが目にした光景は想像を超えるもので

した。その光景と今回のお話がすごく重なりま

した。もう誰も津波で亡くならないように、誰

もこんな悲しい思いをしないようにと植えたハ

ナミズキはきっとみんなに力を与えてくれるん

だろうなと思いました。

震災の恐ろしさ、そして命の大切さについて

身に染みるお話でした。

(２年１組 池田明日香)

【読み聞かせの様子】 【生徒も教師も感動しました】

学校支援地域本部事業の２月の校内展示は、

昭和大久保の渡辺信子さんと伊藤マリ子さんの

吊るし飾りの作品でした。玄関ホール及び３年

生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す。

渡辺さんは、３年生の受験合格を祈って特別

に製作したもので、ホールに展示すると３年生

がみんな集まり、合格を祈念していました。

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です。可愛らしい

飾りが並び、色がとてもカラフルで大人気です。

ＰＴＡ授業参観日に来校した保護者や学校評

議員の皆さん、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地域

の皆さんの作品をお楽しみください。

【合格祈願の吊るし飾り】 【可愛い飾りが一杯です】

～ 吊 る し 飾 り 展示 ～



２月23日(月)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、「各学級の雰囲気が明るく、生徒は授業に集中し、一生

懸命学んでいると感じる。」「授業のめあてをしっかりもって、学習内容

を理解している姿に好感がもてる。」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「学校の

授業改善や生徒の支援体制も年々よく行われていると感じる。先生方と保

護者が様々な情報を共有して、課題を一つ一つ解決していってほしい。」

など生徒や教師が更に成長するように激励の言葉も頂きました。

《平成26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 読解力と説明力の向上を目指し、分かる喜び、できる喜びを実感する授業
を構築する。

Ｐ
・「学校の勉強がよく分かる」という項目は、現２、３年生ともに５ポイン

具体的な目標 ト上昇となるようにする。
・「話合い活動をよく行っている」という項目は、現２、３年生ともに５ポ

イント上昇となるようにする。

目標達成のため
・めあて（課題）の提示の工夫

の方策・取組
・協同による学習の充実 Ｄ
・授業のまとめや振り返りの工夫

○平成26年12月に実施した県学習状況調査の「学校の勉強がよく分かる」と
達 成 状 況 いう項目の「強くそう思う」の割合について、１、２年生ともに県平均を

上回り、また、１年生は、昨年よりも2.3ポイント上昇、２年生は昨年度
よりも８ポイント上回っており、目標の５ポイント上昇をほぼ達すること
ができた。

○校内研修会で協同による学習の全教職員の共通理解を図り、小グループや
ペアなどの学習形態の工夫・改善をした結果、平成26年12月に実施した県 Ｃ
学習状況調査の「話合い活動をよく行っている」という項目の肯定的な回
答をしている割合について、１年生は6.3ポイント、２年生は4.3ポイント、
県平均を上回り、目標の５ポイントをほぼ達することができた。

○上記のほか「授業の目標を立てて取り組んでいる」、「学習活動を振り返
る活動をよく行っている」という項目の「あてはまる」の割合について、
１、２年生ともに県平均を上回ることができた。

↑ 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) ○今年度の重点目標は非常に大事な内容だと思っていたが、目標が
学校関係者 達成されてよかった。生徒も教師も一緒になって努力した跡が感

評価と意見 じられる。今後もよろしくお願いしたい。
○目標が達成されている。本日授業参観でも協同による学習、グル

ープ学習やペア学習などで生徒同士が練り合っている様子が伝わ Ｃ
Ａ ってくる。これまでの努力が実っている。

○「学校の勉強がよく分かる」と感じている生徒が県平均以上であ
ることは大変望ましい。教師の授業改善の成果と生徒の努力が表
れている証拠であろう。生徒が生き生きして学習に取り組んでい
る姿を見ると納得できる結果である。

自己評価及び ・これまでの研究の成果を踏まえ、継続して授業改善に取り組みます。協同
学校関係者評 による学習の充実、振り返りの充実に特に力を入れていきます。
価に基づいた ・読解力の向上を図り、表現力が身に付いてきているので、各教科において、 Ａ
改善策 総合的な学習の時間での学びの実践で生きるための、「汎用的学ぶ力」を

育むようにします。

～第３回学校評議員会開催～


