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おおらかに探る 
校 長  関谷 正人 

 
 「自分の向き不向きを早々に見極めてほしくない。ダメ元の精神で自らの進路をおおらかに探ってほ

しい。」  
 これは、仙北市出身の作家、西木正明氏が、学生の就職状況の厳しさを憂えながらも、『人生に安全

策はない』と題して、以前、秋田魁新報の『時評』に寄せた文章の一節です。 
 自らの進路を、自らの可能性をおおらかに探る。中学時代の学び、とりわけ進路学習をこれほど的確

に表現している言葉は他に見当たりません。何よりもこの言葉には悲壮感がありません。人生において

脳が最も活性化し、物事をどんどん吸収しうるといわれる中学生時代。様々なことに積極的に挑戦し、

人間としての可能性を広げ、自分自身の適性のレパートリーを増やしてほしいと思っています。 
 
 
 実は、１か月ほど前、本校でも『自らの可能性をおおらかに探る』絶好の学びの場がありました。そ

れは、潟上市が官民一体で推進している事業で、市内３中学校を対象とした「キャリアスタートウィー

ク職場体験学習」です。 
 今年度で１１回目となるこの事業ですが、本校では、１０月１７日(火)～２０日(金)の４日間行われ

ました。２年生はこの４日間、学校に登校するのではなく、自宅から各自が選択した「職場」まで通勤

し、一般の従業員に混じり、職場の一員として働くことになります。本校では、２年生のこの４日間の

学習を教科の枠を超えた「総合的な学習の時間」として、教育課程の中に位置付け大切にしています。 
 この職場体験の取組は、全県的に行われていますが、潟上市３中学校のように４日間行っている例は、

あまり多くはありません。実は、この「４日間」に大きな意義があると思っています。１日、２日では、

物珍しさから、ただ楽しいだけの物見遊山で終わってしまう可能性もあります。４日間だからこそ、仕

事の辛さを乗り越えたり、失敗を挽回できる機会を得たりするからです。さらに、本校のように、７７

人の生徒に対し、３７箇所の事業所等（職場先）の受け入れ先があるという手厚い取組は、全県的にも

珍しく、本当に恵まれた環境で学習が進められています。関係の皆様方に改めて深く感謝申し上げます。 
 
 
 さて、学校では、このほど、生徒の感想や保護者・職場先から寄せられた声をもとに、成果と課題を

振り返り、学習のまとめをしたところです。この４日間の生徒の頑張る様子は、先月の校報の写真でも

お届けしたところですが、１２月８日(金)のＰＴＡ授業参観日では２年生の発表会を予定しています。

真剣に仕事に向き合い、厳しさや楽しさを通して自らの可能性を広げた２年生の生徒たち。親でもない

教師でもない大人との４日間の触れ合いを通してたくましく成長した姿。その姿や生の声に触れること

ができる絶好の機会です。２年生の保護者の皆様はもちろん、１、３年生の保護者の皆様もどうぞおい

でください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

先輩の面目躍如～体験入学の６年生を迎えた１年生～ 

 １１月９日（木）、来年度本校に入学予定の大豊小学校と飯田川小学校の７４名が体験入学にやって

きました。６年生たちは、生徒会長の歓迎のあいさつで迎えられた後、早速、１年生の授業参観に向かい

ました。１組は家庭科、２組は英語、３組は国語の授業を提示しました。どの学級も生き生きと楽しそう

に中学校の学習内容に取り組む姿を見せることができました。 

次に、授業体験を終えた小学生たちに披露したのは学年合唱『Forever』。羽城祭のときに、「こん

なに歌える１年生は見たことがない」とほめられた合唱は未だ健在で、小学生はもちろん、引率の先生

や保護者の方々も感心するほどの歌声を、視聴覚ホールいっぱいに響かせました。 

他にも、学校生活や部活動を紹介するビデオを制作して上映したり、部活動見学において積極的に勧

誘したりするなど、堂々とした先輩ぶりを大いに発揮した１年生でした。６年生たちは、１年後の自分

の姿を重ね合わせ、中学校生活への期待を抱いて、中学校を後にしました。 

左から１年１組、１年２組、１年３組の授業を受けている様子 どのクラスも笑顔がいっぱい！ 

みちる君、リキ爺も登場！ 小・中連携あいさつ運動 

生徒会執行部員が小学校で「おはようございます！ 」 
羽城中学校区の小・中連携の取組の一つとして実施している

「あいさつ運動」を今年も行いました。 

初日となる１１月１４日（火）、悪天候の中、生徒会執行部

の１０名は、飯田川小学校で登校してきた児童たちに大きな声

であいさつをしました。ちょうど登場場面で大きな雷が鳴り、

小学生に「こわい～！」と言われたみちる君はちょっぴりがっ

かりだったようですが、その後の寸劇は楽しんでもらったとう

れしそうに帰って来ました。 

翌１１月１５日（水）は、大豊小学校での活動でした。天気

はよかったものの寒い朝だったためか、あいさつの声は幾分小

さめだったようです。でも、着ぐるみを見付けた低学年の児童

が笑顔であいさつしてくれたことに、生徒たちは満足したよう

でした。 

大豊小学校であいさつするみちる君とリキ爺 

飯田川小学校で寸劇をする生徒会執行部員 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１月２４日（金）、薬物乱用教室と秋田県警察

音楽隊の演奏会を行いました。 

まず、前半は視聴覚ホールで、五城目警察署生活

安全課少年係長の藤島さんを講師に迎え、薬物の恐

ろしさを学びました。テレビや新聞で報道される薬

物使用の事件は身近でも起こりうることやドラッ

グに手を染めてしまう状況とその回避法などにつ

いて学習しました。 

その後、１年生と３年生の代表生徒が、麻薬を勧

めようとする先輩に扮した〇〇先生の誘いを断る

ことができるか、というロールプレイングに挑戦し

ました。全員が、麻薬は「ダメ！絶対」という思い

を新たにした時間となりました。 

薬物乱用防止教室＆警察音楽隊演奏会 

薬物の怖さを学び、音楽の楽しさを実感 

全国学力・学習状況調査の結果から見えてきたこと～その２「課題」～ 

３年生を対象に４月に行われた全国学力・学習状

況調査の結果から、実は様々な課題が見えてきまし

た。国語と数学の力の定着に関しては、各教科で詳

しい分析をして、授業や学習相談、補充プリント等

で対応しているところです。 

一方、質問紙からは次のような項目が、全県や全

国の平均よりも下回っていることが明らかになり

ました。 
 

・学校に行くのは楽しいと思いますか 

・先生は、あなたのよいところを 

認めてくれていると思いますか 

 

・国語（または数学）の勉強が好きですか 

・家の人と学校の出来事について話しますか 

・家の人は授業参観や運動会などの学校行事に来

ますか 

・今住んでいる地域の行事に参加していますか 
 

 この結果に、我々職員は、生徒との関わり方や

授業改善、参加してもらえるＰＴＡの在り方等、

見直しに取り組んでいるところです。 

 保護者のみなさまのご意見やご感想は、１２月

上旬に行います学校評価アンケートにて伺いま

すので、ご協力よろしくお願いいたします。 

しつこくドラッグを勧められた場合の対処に

ついて考えました 

 後半は、警察音楽隊による演奏会を体育館で行いま

した。制服に身を包んだ２７名の音楽隊のみなさん

は、アニメやディズニーなどのポピュラーな楽曲を、

ときには軽快に、ときには情感豊かに奏で、会場を感

動の渦に包み込みました。また、カラーガードと呼ば

れる女性職員の旗等を使ったパフォーマンスにも拍

手喝采が送られました。 

その後、本校吹奏楽部と合同で、『若い広場』『も

ののけ姫』を演奏しました。リハーサルなしのぶっつ

け本番でしたが、ボニーヤ慶子教諭の指揮に合わせた

見事な合奏を、みんなで楽しむことができました。 

 

ポップに変身！ 殺風景な体育館１階渡り廊下 

 校舎１階と体育館をつなぐ渡り廊下は、長い間風雨にさらされ

て、何度も補修しながら使用しています。今回、むつみ学級１年

生の〇〇〇〇さんが、授業の一環で、両脇のベニヤで風を遮って

いる壁にペンキを塗ってくれました。みんなに明るく元気になっ

てもらいたいという思いで、緑とオレンジ色に仕上げました。 

警察音楽隊のみなさんのパフォーマンス 

黙々と作業する〇〇さん 



 

日 曜日 主な行事予定 

１ 金 校内研修会（道徳） 

２ 土 羽城中土曜塾 

３ 日 部活動休止日 

４ 月 
３年実力テスト 
企画委員会 
進路指導委員会 

５ 火 特別支援教育セミナー 

７ 木 県学習状況調査（１，２年生） 

８ 金 １，２年学年・学級ＰＴＡ 

９ 土 羽城中土曜塾 

11 月 
Ⅲ期時間割開始 
相互授業参観開始～21 日 

13 水 職員会議 

14 木 進路指導委員会 

16 土 羽城中土曜塾 

17 日 
部活動休止日   
東陵旗中学校選抜剣道大会 

19 火 修学旅行業者ヒアリング１  

20 水 
修学旅行業者ヒアリング２ 
生徒会各委員会 

21 木 校内研修会 

22 金 
２年生思春期健康講座 
高校生・大学生教師体験実習（６名）～２５日 

23 土 

天皇誕生日 
羽城中土曜塾 
アンサンブルコンテスト 
青森山田カップ（男女バスケットボール） 

25 月 冬休み前全校集会 

26 火 冬季休業 ～１月１３日 

28 木 なまはげカップバスケットボール大会～３０日 

29 金 学校閉鎖 ～１月３日 

１２月の行事予定 

１２月より部活動終了時刻が変わります！ 完全下校は午後 6 時 30

 １１月をもって、今年度の中体連主催の公式戦

が終わり、ほとんどの部活動がシーズンオフに入

ります。これから、ますます日が短くなること、

降雪による道路事情の悪化、流感等の感染防止な

ども考慮し、本校では、潟上南秋田郡校長会の申

し合わせに従って、部活動の時間を変更します。  

１２月１日より、生徒の完全下校時刻を午後６時

３０分とします。（ただし、野球部とサッカー部

が保健介護センターで練習する日は午後７時ま

でとなります。）また、新たに毎週水曜日を部活 

動休止日とし、午後３時には放課となります。 

家庭での時間が増えますので、チャレンジノー

トの充実はもちろんのこと、手伝い、家族団らん、

通院治療など、時間を有効に活用できるように、

ご家庭で話し合ってみてください。 

＜部活動休止日＞ 
・毎月、第１、３、５日曜日  
・毎週、水曜日 
＜平日完全下校時刻＞ 
・毎日、午後６時３０分 
※冬季休業中はこの限りではありません 

文武両道 栄光の記録 

☆ 全県秋季中学校体育大会 

＜陸上競技大会＞  

第３位 １年 4×100mR  

〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇  

第５位 １年 100ｍ 〇〇〇〇〇 

第６位 ２年 100ｍ 〇〇  〇 

＜柔道競技大会＞ 

優 勝 女子個人 44 ㎏級 ２年 〇〇 〇〇 

＜バレーボール大会＞ 

第３位    
 

☆ 秋田県読書絵はがきコンクール 

優秀賞  ３年 〇〇 〇〇 
 

☆ 潟上市「福祉に関する作文」 

コンクール 

最優秀賞 ２年 〇〇〇〇〇 

優秀賞  ３年 〇〇  〇 
 
☆ 石川翁顕彰短歌大会 
最優秀賞 ２年 〇〇 〇〇 

優秀賞  ２年 〇〇〇〇〇 

入 選  ２年 〇〇 〇〇 

     ２年 〇〇 〇〇 

     ２年 〇〇〇〇〇 
 
☆ ６市４郡中学校選抜剣道大会 
優 勝 男子団体 
 
☆ 剣道錬成三種大会 
優 勝 男子団体 
 

☆ 潟上市南秋田郡卓球大会 

準優勝 男子団体 
 

☆ 東北電力中学生作文コンクール 

佳 作  １年 〇 〇〇 

報告する卓球部 

短歌入賞の２年生 

  〇〇さん 

〇〇さん 

  〇〇さん 


