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一 ○ 入 魂
校長 関谷 正人

「一○入魂」といえば、皆さんはどんな漢字一字を連想するでしょうか。

さしずめ、夏季総体、野球部の連続劇的サヨナラ勝ちの余韻さめやらぬ今なら、「一球入魂」とい

ったところでしょうか。

「一○入魂」について、ある新聞の朝刊コラムを紹介したいと思います。

読み終えたとき、「このラーメン店に行ってみたい、このバスに乗り合わせてみたい」と思いまし

た。たかがラーメンされどラーメン。たかがバス、されどバスです。同じことを成すにも思いを込

め、心を込めれば、こんなにも周囲を励まし、当事者にも有用感をもたらすものだと。このコラムを

読み、心が温かくなるような、励まされたような、そんな気持ちになりました。

さて、本校に目を向けてみたとき、私には、２つの「一○入魂」が浮かんできました。

「一声入魂」。毎朝のあいさつ。概ね良好なあいさつですが、さらに元気な声に笑顔を添えて、全

校体制で「一声入魂」のあいさつが飛び交う学校を目指したいと思います。

「一業入魂」。日々の授業。生徒たちが分かる喜び、勉強の楽しさを味わうことができる授業を目

指し、一層の工夫改善を図っていきたいと思っています。

羽城中学校の日常に、この二つの入魂を加えるなら、本校の一層の躍進と生徒のさらなる成長が

図られるのではないか。今、その意を強くしているところです。

ふらりと立ち寄った、あるラーメン店。こだわりのスープが売り物とか。まだ若い店主の元気な声が

響く。ラーメンを注文した客の携帯電話が鳴った。込み入った内容らしい。客は話しながら店の外へ。

出来上がったラーメンが席に置かれた。客はなかなか戻ってこない。

▼しばらくして席に着いた客がラーメンに手を伸ばそうとした。その時、店主は、さっとラーメンの器

を引いて、湯気の立つ作りたてに取り換えた。驚く客に「お客さんに、冷めたラー

メンは食べさせられませんから」

▼「２杯分の料金を」との申し出を固辞した店主。そのＴシャツの背中に書かれた

文字に目が留まった。「一杯入魂」。野球の一球入魂のもじりだろうか。なるほど。

この店のラーメンがうまい理由が分かった。

◆仕事帰りに乗った、ある路線バス。停留所に止まるたびに、運転手が車内アナウンスを繰り返す。「週

末の金曜日です。一週間お疲れ様でした。」

◆バスを降りるお年寄りには「寒いですから気を付けて」「自転車にご注意ください」。あえて言えば

「一停入魂」か。学生たちが「ありがとうございました」と笑顔で降りていった。外の風は冷たいが、

車内はなんだかポカポカと。

★ラーメン店主とバス運転手。仕事は違っても、心を込めて最良のサービスを提供しようというプロ

意識には通じるものが。料金はいつもと同じなのに、すごく得をした気分にしてくれた。



男鹿潟上南秋総合体育大会に向けた壮行会！
同級生、下級生、先生、地域から、熱いエール!！

湖南大学、保護者の皆様と、一体となって「ＵＪＯ」の文字を体で表現

市郡総合体育大会を３日後に控えた６月１３日、壮行会を行いました。最後の総体を迎えた３年生

はもとより、１、２年生もりりしいユニホーム姿で堂々と行進しました。おいでくださった保護者の

皆様は、我が子の晴れ姿に感無量だったのではないでしょうか。

壮行会をもり立てたのは、１、２年生の応援委員たちです。応援団長の○○○○さん（２年１組）、

副団長の○○○○さん（２年３組）、○○○さん（２年３組）を中心とする総勢３２名が、朝練習を

重ねてきた成果を発揮し、力強いエールを送りました。

この日は、湖南大学の学校訪問日ということもあり、たくさんの地域の方々が、参加してください

ました。関谷校長の号令で、地域の皆様、保護者、生徒、職員が心を一つにして「ＵＪＯ」のポーズ

で激励の思いを選手たちに伝えました。

壮行会を終えての退場

今年の３年部職員は寸劇と歌で激励

代表で激励の言葉を述べる〇〇〇〇さん

選手たちも互いの健闘を祈ってエールを送る 精一杯の声を出して選手たちを鼓舞する応援団

どの部活動のキャプテンも、決意表明の中で、指導者や家

族、仲間等支えてくれた全ての人たちへの「感謝」を述べて、

最終決戦へと向かっていったのが印象的でした。

地域や保護者の皆様には、試合会場にも足を運んでご声援

いただき、ありがとうございました。



【野球】優勝
〇羽城４－３男鹿東
〇羽城３－２男鹿南・潟西

【バスケットボール男子】準優勝
○羽城６０－４６八郎潟
○羽城６３－４９井川
〇羽城６５－４５天王
●羽城３８－７４五城目一

【バスケットボール女子】第５位
●羽城４０－９７天王
○羽城６５－５５男鹿東
●羽城４１－４９潟西
〇羽城４２－４１八郎潟

【バレーボール】準優勝
〇羽城２－０男鹿東
〇羽城２－０男鹿北
〇羽城２－０天王南
〇羽城２－１大潟
●羽城１－２五城目一

【卓球男子】
団体：第３位

〇羽城３－０男鹿北
●羽城０－３天王
●羽城０－３五城目一

個人
ベスト１６ ３年 ○○○○

【卓球女子】
団体：予選リーグ敗退

●羽城０－３八郎潟
●羽城１－３天王
●羽城１－３男鹿東

【柔道男子】
個人

第３位 ３年 〇〇 〇（81 ㎏級）

【柔道女子】
団体：第３位
個人

優 勝 ３年 ○○○○（44㎏級）
準優勝 １年 ○○ ○（48㎏級）
準優勝 １年 ○○○○（40㎏級）
第３位 １年 ○○○○〇（48 ㎏級）
第３位 １年 ○○○○（70㎏級）

【剣道男子】
団体：準優勝

○羽城－男鹿東
〇羽城－大潟
○羽城－天王南
〇羽城－五城目一
●羽城－天王

個人
優 勝 ３年 ○○ ○
準優勝 ３年 ○○○○
第５位 ３年 ○○○○

【剣道女子】
団体：第３位
個人

優 勝 ３年 ○○○○

【サッカー】準優勝 フェアプレー賞
●羽城０－４天王南
〇羽城５－２天王

【陸上競技男子】
総合：第３位
個人

第１位 ３年 ○○ ○ 共通 110mH
第２位 ３年 ○○ ○ ３年 100m
第２位 ３年 ○○ ○ 共通走幅跳
第２位 １年 ○○○○ 低学年 4×100mR

２年 ○○○○
１年 ○○○○
２年 ○○○○

第３位 ３年 ○○ ○ 共通 200m
第３位 ３年 ○○○○ ２･３年 1500m
第３位 ３年 ○○○○ 共通 3000m
第３位 ３年 ○○○○ 共通 4×100mR

３年 ○○ ○
３年 ○○○○
３年 ○○ ○

第３位 ３年 ○○○○ 共通走高跳

【陸上競技女子】
総合：準優勝
個人

第１位 ２年 ○○〇〇〇 ２年 100m
第１位 ２年 ○○〇〇〇 共通 200ｍ
第１位 ３年 ○○〇〇 共通 800m
第１位 ３年 ○○〇〇 ２・３年 1500m
第２位 ３年 ○○〇〇 共通 800m
第２位 １年 ○○〇〇 １年 1500ｍ
第２位 ３年 ○○〇〇 共通 100mH
第２位 １年 ○○〇〇 低学年４×100mR

２年 ○○〇〇〇
１年 ○○〇〇
２年 ○○〇〇

第２位 ３年 ○○〇〇〇 共通 4×100mR
３年 ○○〇〇
３年 ○○〇〇
３年 ○○〇〇

第２位 ２年 ○○〇〇 共通走幅跳
第２位 ３年 ○○〇〇 共通砲丸投
第２位 ３年 ○○〇〇 共通四種競技
第３位 ３年 ○○〇〇 ２・３年 1500m
第３位 ３年 ○○〇〇〇 共通 100mH

※ 紙面の都合上、個人は３位以上を掲載

得たものは、全県大会の切符だけではない『宝物』!!
市郡総合体育大会結果

勝ち点、勝者

数、取得本数に

よって順位決



日 曜日 主な行事予定

１ 日 部活動休止日

２ 月

潟上市教育委員会学校訪問（午前）
保護司会学校訪問（午後）
むつみ学級１・３校外学習
企画委員会

３ 火 ３年実力テスト

４ 水 生徒指導対策委員会

５ 木 教科等学校訪問研究会

６ 金 インターナショナルデー

９ 月
Ⅱ期①時間割開始
企画委員会

10 火 職員会議

11 水 ＰＴＡ環境部会

13 金
都城市立山田中学校生徒訪問（４名）
漢字検定

14 土
全県総合体育大会 ～１６日
バレー・男バス・柔道・剣道・陸上競技

15 日
部活動休止日
吹奏楽コンクール中央地区大会

16 月 海の日

17 火
集金日
生徒会専門委員会
企画委員会

18 水
羽城祭部門活動
天王みどり学園居住地交流（1 年 1 組）

20 金
情報モラル集会
夏季休業前全校集会

21 土
県通信陸上競技大会 ～２２日
土曜塾開講日

23 月
夏季休業 ～８月２２日
土曜塾
三者面談 ～８月３日

24 火 土曜塾

25 水 全県少年野球 ～２８日

27 金
中学生ホームスティ体験学習（２年生）

～８月３日

29 日 部活動休止日

主な行事予定

今年度から潟上市の全ての小・中学校はコ
ミュニティスクールとなり、その基盤となる
学校運営協議会を、６月２６日（火）に行いま
した。

教育委員会から任命された保護者、地域、ボ
ランティアの方々などが、学校運営の基本方
針を承認したり、教育活動について一緒に考
えたりしながら、学校の様々な課題解決に参
画するものです。

１回目となる今回は、校長の掲げる学校運
営方針を承認していただき、それぞれが力を
合わせてそれぞれの立場でできることに主体
的に取り組んで行くことを確認しました。

学校運営協議会委員（五十音順）

〇〇 〇 様（飯田川小学区）

〇〇〇〇〇 様（飯田川小学区）

〇〇 〇 様（大豊小学区）

〇〇 〇〇 様（大豊小学区）

〇〇 〇〇 様（大豊小学区）

〇〇 〇〇 様（飯田川小学区）

〇〇 〇〇 （羽城中校長）

〇〇 〇〇 様（大豊小学区）

〇〇 〇〇 （羽城中教頭）

〇〇 〇〇 様（飯田川小学区）

＜１人１プランター＞
今年もベコニアを植

えました。１年生はピ

ンク、２年生は白、３年

生は赤。玄関前に並べ

られた３色の花が来校

者を癒しています。

＜地域の方々の学びの成果の展示＞
○○コーディネーターが公民館や愛好グループを

つなぎ、押し花（右）や油絵（左）を飾ってくれてい

ます。生徒たちも足を止めて見入っています。

＜季節の掲示＆写真＞

○○看護師は生徒た

ちが生き生きと活動し

ている写真を、季節を

感じさせる掲示物とと

もに展示しています。

＜時節に応じた図書の展示＞
○○図書館支援員は、学校行事や季節、話題に応じ

たテーマで本を展示しています。幅広いジャンルの本

が集まっているだけでなく、新聞の切り抜きやポップ

にも興味深い情報が書かれているので、生徒だけでな

く職員も思わず立ち読みしています。

アスリート本を集めた「総体応援企画」（左）とワールドカップ企画（右）


