
平成３０年度 学校教育目標「夢に向かって 本気に生きる 今を ～ 克己・笑顔 ・躍進～」

校報
潟上市立羽城中学校

ＮＯ．２

平成 30 年５月31日発行

校 長 関谷 正人

５月１４日(月)～１６日(水)、２泊３日の日程

で３年生７７名は、東京・舞浜を舞台に修学旅行

に行ってまいりました。

「Try together ～みんなでつくるハッピーメ

モリー～」

今回の修学旅行のスローガンです。生徒たちは、

大都会を舞台に、大いに学び、楽しみ、たくさん

の感動を味わってきました。まさにハッピーメモ

リー、思い出に残る最高の３日間でした。

◇５月１４日(月)

今回の修学旅行の大きな特徴は、ふるさと潟上

市のＰＲとして、販売体験活動を日程に組み入れ

たことです。日程初日、しかも最初の行程がこの

活動でした。

具体的には、２年生時の職場体験活動をもとに

して、地域とコラボした商品として「焼き菓子、佃

煮、草木谷のお米」の３種類を販売しました。活動

場所は、「早稲田大学構内及び早稲田商店街」と

「品川の秋田県アンテナショップ美彩館前」の２

か所同時進行で、平日の昼食時をねらって１２時

半から約２時間行いました。

早稲田は、２年前の本校修学旅行の実績も含め

て、他県の学校の実施も度々あるためか、街全体

がこうした活動に寛

容で協力的な空気が

流れていました。自

由闊達な大学のおひ

ざもとということも

あって、時間の流れ

もどこかゆるやか

で、和やかな雰囲気の中で、足を止めてくださる

人も多く、商品も飛ぶように売れました。

一方、品川はビジネス街。昼休み時間は貴重な

のか、行き交う人々もど

こか性急で、まさに大都

会特有の時間の流れの速

さを感じました。しかも

美彩館が、通りから少し

奥まったところにあった

ため、開始間もなくは、足

を止めてくださる人も少

なく、販売も苦戦を強い

られました。

しかし、時間の経過とともに本校生徒の姿に興

味をもち、足を止めてくださる人も増えてきまし

た。都会の喧噪に負けず、大通りに出て声を張り

上げ呼び込み宣伝をした生徒たちの効果もあった

のでしょう。次第に人が増えてきました。中には

生徒による商品へのこだわりの説明にうなずきな

がらたくさん購入してくれる方もいました。

こうして旅程最初、約２時間の潟上市ＰＲ活動

は、結果として一人一人としても集団としても大

いに輝きを放った活動となりました。何よりも生

徒たちにとっては、自分たちの誇りである「ふる

さと潟上」を大都会で紹介できたことは、本当に

大きな喜びだったと思います。そろいの赤い半纏

（はんてん）を着て、普段と変わらぬ笑顔一杯で

お客様と接する本校生徒たちは、私にはとても頼

もしく映りました。

次は、お待ちかね

のディズニーリゾ

ートです。ランドと

シーに分かれ、約６

時間の班別自由行

動を楽しみました。

生徒たちは、効率よ

くアトラクション

を制覇し、買い物を楽しみ、夢の国でのひととき

を満喫しました。ホテルは日暮里のため、バスで

の移動となりましたが、車窓からゴージャスな東

京湾岸の夜景

を眺めること

ができたこと

は幸いでした。

ホテルに着き、

感心したこと

があります。そ

れは、ディズニ

ーではかぶり

物やグッズを

身にまとい、かなりはじけていた生徒たちが、バ

スから降りた瞬間から普通に戻っていたことで

す。３年部による「夢の国はバスの中まで、ホテル

は公共の場ですからしっかり切替えましょう。」

の指導をしっかり実行していたことです。本当に

見事でどこに出しても恥ずかしくない生徒たちで

す。日暮里は、電車の便も良く浅草も近いためか、

ホテルには外国人旅行客の多さが目立ちました。

◇５月１５日(火)



二日目は、浅草見物からスタートしました。浅

草寺、仲見世通りと見学し、スタートゲートよろ

しく雷門を起点に、ホ

テルをゴールに、二日

目のメインである班別

自主研修が始まりまし

た。見学先の選択や移

動手段も自分たちで行

うため各班の行動力と

チームワークが試され

る行程です。17 の班に分かれた研修でしたが、明

治神宮と原宿を組み合わせた班が多かったようで

す。

それぞれの班で実りある自主研修を行い、多く

の班がホテルに約束の時刻前に到着しました。し

かし、ギリギリ到着となった班もあり、確認した

ところ、まさかの山手線の遅れ、乗り換えミスな

ど、想定外のことがいくつかあったようです。ま

た、多くの班が陥ったのが日暮里駅構内の出口の

選択ミスでした。ホテルのある南口がマイナーな

出口のため、ホームからの人の流れに乗り、北口

に出てしまい、ホテルまで遠回りとなってしまっ

たことです。駅の複雑さという都会の洗礼の一つ

かもしれませんが、幸いにして事故無く全員が次

の行程に向かうこ

とができました。

二日目夜は、各自

が選択した①大相

撲②野球③吉本喜

劇④劇団四季の４

コースに分かれて

の行程です。

①間近で八角理

事長を見た。②ナマの清宮を見た。③場内での笑

いの一体感を味わった。④ライオンキングの主役

シンバの汗が振りかかるのではと思うほど近くで

見た。など、それぞれのコースを大いに堪能した

ようです。

◇５月１６日(水)

三日目は、朝一番のスカイツリーからの眺望で

始まりました。私は、これまで夕暮れ時のあかね

色に染まる東京の景色も、まばゆい光がちりばめ

られた東京の夜景も、地上 450ｍから眺めたこと

はあったのですが、朝方の澄んだ空気越しに眺め

た大都会の景色も格別でした。その後は、昼食も

含めたお台場での班別研修です。途中バスの車窓

からは、建設中の東京五輪選手村や各競技予定地、

話題の豊洲新市場などが、次々と目にとびこんで

きました。まさに、日々刻々と発展変貌を遂げる

日本のウォーターフロントを目の当たりにするこ

とができました。お台場では、フジテレビとトリ

ックアートに行く班が多かったようです。ビュッ

フェ形式の昼食は、ほぼ貸し切り状態で、和気藹

々の雰囲気で楽しく美味しくいただきました。

今回の旅行の最終行程は全日空機体整備工場の

見学でした。ヤードには整備を待つ３機体が留ま

っていましたが、真下から見上げた機体の大きさ、

圧倒的存在感に改めて度肝を抜かれました。

初日のＰＲ活動に始まり、盛りだくさんの行程

の旅もいよいよ終わりに近づきました。ともすれ

ば疲れが出て

行動がルーズ

になりがちな

ところですが、

生徒たちは最

後までとても

立派でした。空

港では、整列か

らセキュリテ

ィ通過、搭乗口前整列と一連の流れを、整然と秩

序よく行う生徒たちに感心しました。定刻通り出

発した飛行機は、無事秋田空港に到着。最後のバ

ス移動で、家族や先生方の待つ羽城中に到着し、

旅は終わりました。

よく見て、よく聞いて、よく嗅いで、よく味 わ

って、よく触れる。「人間に備わった五感を研ぎ澄

ませて最高の思い出を創ろう。」

出発前、私は生徒たちに、こう呼び掛けました。

２泊３日の旅は、まさにその通りとなりました。

生徒たちは、時と場所に応じて秩序よく行動し、

終始笑顔で全行程をやり遂げました。また、Try

together のスローガン通り、皆で挑戦した「販売

活動」も大成功でした。大都会に場所を移しても、

普段と変わらぬ明るさと元気、素直さで行動する

羽城中生に拍手を贈りたいと思います。

ウォークラリーで
絆をつくった１年生

１年生は、５月１５日(火)、五月晴れの下、ウォークラリーを行

いました。ウォークラリーは、学校周辺のマップを頼りに、制限時間

内にチェックポイントで出題される問題を正確に解いて、規定時間ど

おりにゴールすることを競うゲームです。今回は、約６キロの道のり

を８２分間で歩きました。各学級で５チーム、計１０チームで競争し

た結果、１年２組４班が総合１位に輝きました。

グループで相談して問題を解きます

１、２年生も、学級や学年の団結を高める校外活動を実施



この活動を通して、仲間と協力することの楽しさや難しさを味わい、集団活動のルールやマナー

を身に付けるとともに、地域のことを知ったりそのよさに気付いたりする機会となりました。

最初は、僕が班長でいいのかと少し不安になりました。それでも、

勇気を出して頑張ろうと思いました。

僕の班は時間をしっかり見て行動しました。そのため１分しか遅

れないで、見事１位を取ることができました。しかも、２組は、３位

までの順位のうち、１位と２位を取ることができたので、前よりも

チームワークがよくなったと思います。

この体験を通して、時間というものがとても大事だということが

改めてよく分かりました。（１位になった１年２組 ○○○○さん）

宿泊学習で絆を深めた２年生

宿泊学習を振り返って

２年学年主任 〇〇〇〇

２年生宿泊学習は、５月１４日(月)・１５日(火)、１泊２日で岩城少年自然の家にて「絆深める岩城

の旅 ～ともに発見、ともに成長～」をスローガンに行いました。

目的は次の三つでした。

（１） 学年や学級の連帯と親睦を深めるとともに、集団行動のルールやマナーを身に付ける。

（２） 健康・安全・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。

（３） 協調性を高め、自主的で実践的な態度を育て、毎日の生活の充実を図る。

初日は、霧雨の中、野外炊飯を体験し、午後からは生徒企画の学年レクリエーションや館内でのナイ

トハイクを行いました。２日目は午前にプロジェクトアドベンチャーで協力することの大切さを、午後

からは防災学習館で火事や地震発生時の対応や防災について学びました。生徒はすべての活動に熱心

に取り組み、充実した時間を過ごすことができました。また、岩城少年自然の家の担当者からは「男女

の仲がよく、いい生徒たちですね。」とお褒めの言葉をいただきました。

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。何よりも、２日間の宿泊学習を終え、全員が元気に帰宅できたことに感謝です。

他のグループの動きも気になります



日 曜日 主な行事予定

１ 金
学校安全日 衣替え完全実施
プランター植栽 英検１次

３ 日 部活動休止日

４ 月 企画委員会 市郡総体抽選会

５ 火
生徒指導対策委員会
民生児童委員学校訪問（午後）

６ 水
耳鼻科検診（１、３年）
昼休み応援練習

７ 水 歯科検診（１年）

９ 土
天王招待中学校剣道大会
長良杯サッカー男鹿大会

10 日 昭和地区運動会 飯田川地区運動会

11 月
みんなの登校日～１５日
企画委員会

12 火 昼休み応援練習

13 水
男鹿潟上南秋総合体育大会壮行会
湖南大学学校訪問

15 金
男鹿潟上南秋総合体育大会（女子バ
スケットボールのみ）

16 土 男鹿潟上南秋総合体育大会

17 日 男鹿潟上南秋総合体育大会

18 月 振替休業日

19 火
振替休業日 テスト前部活動休止～
２１日

20 水 総合体育大会報告会

21 木
企画委員会 心電図検査
月曜時間割

22 金 前期中間テスト 職員会議

26 火 集金日 生徒指導対策委員会

27 水 校内研修

学
年 種 目 １位 ２位 ３位

１

年

生

総 合 １組 ２組

駅 伝 １組 ２組

学 年 種 目 ２組 １組

全員リレー １組 ２組

綱 引 き １組 ２組

２

年

生

総 合 ２組・３

組

１組

駅 伝 ３組 １組 ２組

学 年 種 目 ３組 ２組 １組

全員リレー ２組 １組 ３組

綱 引 き ２組 ３組 １組

３

年

生

総 合 ２組 ３組 １組

駅 伝 ３組 １組 ２組

学 年 種 目 ２組 ３組 １組

全員リレー ２組 ３組 １組

綱 引 き ２組 ３組 １組

平成３０年度

前期生徒総会

盛り上がった参加型

５月１０日(木)、前期生徒総会が行われました。生徒会執行部や各専門委員会、学年委員会から、前

期の活動方針や活動計画が示される、いつもどおりの展開に加え、今回は全校生徒に意思表示をさせる

場面が設定されました。「こんなとき、あなたはあいさつできますか」と問うことで、あいさつできる

自分、あいさつできない自分に気付かせ、意識を高めようとするものでした。

「前年踏襲だけではないぞ」という、生徒会執行部のやる気が見えた生徒総会でした。

いつでもあいさつできるのかを全校生徒に問う生徒会長(左)と、起立して意思表示をする生徒(右)

高まった団結を羽城祭へ

校内競技会の結果

避難訓練、地震・津波
日本海中部地震を忘れない！

５月２５日(金)、震度６強の地震が発生し、その後、

津波発生の情報を受ける、という想定の下で、避難訓

練を実施しました。

校舎から、全員がグラウンドに整列するまで、３分

３０秒。「お・は・し・も」を合い言葉に、素早く避

難することができました。特に、３年生はさすが最上

級生だけあって、真剣に整然と行動することができて

いました。

生徒たちは、振り返りを記入して、いつ起こるか分

からない災害に、冷静に対応することや訓練どおりに

行動することの大切さを再確認していました。 どの学級も学級委員長を先頭にほぼ無言で移動できました


