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校 長  関谷 正人 

 
 『身のまわりで悩んでいる人、落ち込んでいる人にどう接すればよいのか』 
について、以前聞いたことがあり、心に留めておいたＴＡＬＫの話を思い出しました。 
 

  ＴＡＬＫ自体にも話す(トーク)という意味がありますが、さらにコミュニ 

ケーションで重要な４つの要素の頭文字でもあるとのことです。 

  ＴはＴｅｌｌで「告げる」。「あなたのことを心配している、あなたの力に 

なりたいと思っている」と伝えること。 

  ＡはＡｓｋで「尋ねる」。何で悩んでいるかを率直に尋ねること。 

  ＬはＬｉｓｔｅｎで「聴く」。悩んでいる人の言葉を傾聴する。 

「それではだめ」と否定したり、やみくもに「もっと頑張れ」と激励したりするのではなく、「分

かるよ」と受け入れること。 

  ＫはＫｅｅｐ Ｓａｆｅで、「安全を保つ」。その人がさらなるストレスにさらされたり、危険な状態に

なったりしないように注意すること。  
 
改めてコミュニケーションの４要素であるＴＡＬＫは、身近な人の様子に気を配り、落ち込んでい

るのなら悩みを分け合うことであり、考えてみれば集団における『居場所づくり、絆づくり』に繋が

る大切な行動要素であると思いました。 

 
 
 ところで、この夏は、西日本の豪雨や台風の災害、北海道の大地震と自然災害が頻発しました。２

０１１年には、私たちの東北も未曾有の大震災を経験しています。災害は、とても辛く悲しい犠牲を

伴います。ニュース映像等で被災地の状況を知るにつけ暗澹たる気持ちになります。しかしその一

方で、人々は秩序よく協力し合い、必ず立ち上がり、復興への歩みを進めていきます。給水や炊き出

し、がれき撤去やインフラ整備といった目に見える支援も、まずは、被災した方々への『居場所づく

り、絆づくり』があってこそ進んでいくのだと思います。 
 
  

さて、まもなく平成３０年度前期終了を迎えます。後期開始の１０月は、前期の成果と課題を踏ま

え、一人一人がリセットし再スタートを切るよい機会でもあります。そこには、当然希望も不安もあ

ると思います。そこで、学校では、１０月の重点キーワードに『居場所づくり、絆づくり』を掲げま

した。「その場にいるとほっこりできる」。まずは、そのような居心地の良い集団づくりを目指した

いと思っています。 
 「一緒にいれば喜びは２倍になり、苦しさは半分になる。」 

そのような確かな絆、居心地の良い集団。それが、一人一人の生徒のよりよい成長と、羽城中学

校のさらなる発展に繋がるはずです。そのためにも、我々職員の生徒への関わりや、生徒同士の関

わりに、このコミュニケーション４要素ＴＡＬＫを取り入れていきたいと考えています。 

保護者の皆様、後期もどうかご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
１年生  ２年生   ３年生 

１組 ２組 １組 ２組 ３組 １組 ２組 ３組 

合唱コンクール 金賞 銀賞 金賞 銀賞 金賞 銀賞 銅賞 金賞 
クラスデコ 銀賞 金賞 金賞 銀賞 銅賞 金賞 銅賞 銀賞 

「舞心」の羽城祭!! 完全燃焼させた自分色のストーリー 
 今年の羽城祭も、テーマ「舞心～君色に燃えるストーリー」の下、大いに盛り上がり、大成功で終え

ることができました。一人一人が全力を尽くし、みんなで協力し合って得た達成感と満足感は、生徒た

ちにとってかけがえのない宝物となりました。保護者や地域の方々には多数ご来校いただき感謝申し上

げます。また、ＰＴＡ文化部と校外指導部の皆様には、昼食販売や校内巡回等において、ご協力いただ

きましたことについて、重ねてお礼申し上げます。 

【テーマパネルの発表】 

用紙に描かれた１.５㎝四方の正方

形３６８個に、指示された色を塗った

３３８枚を、つなぎ合わせて一つの大

きな絵を完成させます。色塗りをして

いるときは、どんな絵が出来上がるの

か見当もつかなかったのですが、開祭

式でお披露目されると大きな感動を

呼びました。 

ＰＴＡ文化部の皆様と昼食販売 

【全員参加型羽城ウルトラクイズ】 

今年のウルトラクイズは、代表３

名による早押しボタンを用いた学

級対抗。代表者が分からなかった場

合は、学級の誰が答えてもいいの

で、全員食い入るように出題画面を

見ていました。知識とユーモアと運

が試された結果、優勝したのは１年

１組でした。 

【各部門長によるＰＲ】 

開祭式で、羽城祭の企画・

運営・準備を担ってきた各

部門長から、これまでの活

動の進捗状況や成果、これ

からの見所などの紹介があ

りました。 

写真で振り返るステージ  様々なパフォーマンスに拍手喝采！ 

今年も大人気のお化け屋敷 

文化部や学年コーナーも充実  おもてなしの気持ちで接しました！ 

どの学級も最高のものを創り上げようとしのぎを削った結果 

現代アート展と見まごう美術部コーナー 思わず熱中する科学部展 

 この羽城祭で得た学級や学年

の団結力や互いのよさを認める

こと、自分らしさを堂々と表現す

ること、精一杯やりきることの満

足感などは、その後の生徒たちの

学校生活に生かされています。 

  



 

 
 

 

 

【野球】準優勝 
  〇羽城７－０天王（５回コールド） 
  〇羽城７－４大潟（延長８回タイブレーク） 
  ●羽城０－６八郎潟 

 
【バスケットボール男子】第３位 
  ◯羽城９９－２４男鹿東 
  ○羽城６２－４３八郎潟 
  ●羽城５３－７５天王 
  ●羽城５１－５８五城目一 
 
【バスケットボール女子】第４位 
  ◯羽城８２－４５男鹿東 
  ◯羽城６５－６４天王南 
  ●羽城４９－６０五城目一 
  ●羽城４６－４９井川 
 
【バレーボール】準優勝 
  〇羽城２－０五城目一 
  〇羽城２－０井川 
  ◯羽城２－０男鹿北・男鹿南 
  〇羽城２－０天王 
  〇羽城２－０男鹿東 
  ●羽城０－２大潟 
 
【卓球男子】 
 団体：準優勝 
  予選リーグ 
  ●羽城０－３天王 
  ◯羽城３－０男鹿北 
  決勝 
  ◯羽城３－０男鹿南 
  ●羽城０－３天王 
 個人 
  準優勝 ２年 〇〇〇〇 
  第３位 ２年 〇〇〇〇〇 
 
【卓球女子】 
 団体：第４位 
  ●羽城０－３天王 
  ●羽城１－３井川 
  ●羽城０－３男鹿東 
   
【柔道女子】 
 団体：準優勝 

  ◯羽城２－１天王南 
  ●羽城１－１男鹿東（代表決定戦） 
  

個人 
  優 勝 １年 〇〇〇〇（40 ㎏級） 
  優 勝 1 年 〇〇 〇（48 ㎏級） 
  準優勝 1 年 〇〇〇〇〇（48 ㎏級） 
  優 勝 1 年 〇〇〇〇（70 ㎏級） 
 
【剣道男子】  
 個人 
  準優勝 ２年 〇 〇〇 
 
【サッカー】準優勝 フェアプレー賞 
  〇羽城５－０天王 
  ●羽城０－２天王南 
 
【陸上競技男子】 
 総合：第４位 
 個人 

  第１位 ２年 〇〇〇〇 共通 800ｍ 

 第２位 １年 〇〇〇〇 １年 4×100mR 

１年 〇〇〇〇 

１年 〇〇〇〇 

１年 〇〇〇〇 

  第２位 １年 〇〇〇〇 共通走幅跳 

  第３位 １年 〇〇〇〇 共通走幅跳 

   

【陸上競技女子】 

 総合：第２位 

 個人  

  第１位 ２年 〇〇〇〇〇 ２年 100m 

  第１位 ２年 〇〇〇〇  共通走幅跳 

  第２位 ２年 〇〇〇〇  共通 800m 

第２位 ２年 〇〇〇〇  ２年 1500m 

  第２位 ２年 〇〇〇〇  共通 4×100mR 

２年 〇〇〇〇 

２年 〇〇〇〇〇  

２年 〇〇〇〇 

  第２位 ２年 〇〇〇〇〇 共通走幅跳 

第３位 ２年 〇〇〇〇〇 共通 200ｍ  

 

※紙面の都合上個人は３位までを掲載しました。 

 各運動部は、これまで部活動を牽引してきた３年生が引退し、新キャプテンの下で、初めての公式戦

となる市郡秋季大会に臨みました。団体の優勝には手が届かなかったものの、６競技で準優勝、１競技

で第３位となり、たくさんの賞状を獲得することができました。全県大会に出場する、バレーボール部、

卓球部、柔道部、陸上競技部はそれぞれに目標をもって試合に臨むことになります。 

 また、今大会を通して見えてきた課題を、来春までに克服して、心身ともに強いチームづくりをして

まいりますので、保護者・地域の皆様、今後もご支援ください。 

男鹿潟上南秋中学校秋季体育大会 結果 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 主な行事予定 

１ 月 開校記念日 

２ 火 
月曜時間割 

３年実力テスト 

３ 水 
生徒会立会演説会・選挙  

部活動休養日 

４ 木 
火曜時間割 

前期終業式 

５ 金 
振替休業日（８月２３日分） 

英語検定 

６ 土 土曜塾 

７ 日 部活動休止日 

８ 月 
体育の日 

市健康マラソン 

９ 火 秋季休業日 ～１０日 

10 水 部活動休養日 

11 木 後期始業式 

16 火 

２年ＣＳＷ（職場体験）～１９日 

職員会議 

部活動休養日 

20 土 土曜塾 

21 日 部活動休止日 

23 火 

ＰＴＡ授業参観・各学年ＰＴＡ 

ＰＴＡ給食試食会 

ＰＴＡ会計中間監査 

部活動休養日 

24 水 生徒会委員会 

26 金 集金日 

28 日 秋田高専進学ガイダンス 

31 水 
３年性教育講座 

部活動休養日 

９月１７日（月）、昭和公民館で吹奏楽部が定期

演奏会を行い、生徒や保護者、地域の方々など約１

２０名が、バラエティ豊かな音楽を楽しみました。

今年度中央地区コンクールでの演奏曲などを集め

たクラシカルステージ、軽快なポップスステージ

の後は、野球部員たちと熱かった野球応援を再現

するかのように、タイガーラグやサウスポーなど

を演奏して、大いに盛り上がりました。 

 ９月２１日（金）、大豊小学校で男鹿潟上南秋児

童・生徒理科研究発表大会が行われ、本校からは２

名の科学部員が参加しました。２年生〇〇〇〇さん

は「植物の伸び方について」、２年生〇〇〇さんは

「ブラックバスの生態２０１８」について実験・調

査・観察したことをまとめて発表し、共に優良賞を

獲得しました。日常の何気ない風景に関心を抱いた

り、自分の趣味を追求したりしながら研究に励んで

いる科学 

部の今後 

の活躍に、 

乞うご期 

待！ 

読書の秋に図書室で 

図書委員が読み聞かせ 

 読書の秋を迎え、９月から図書委員が昼休みに絵本

の読み聞かせをしています。本に興味をもってもらう

だけでなく、もっと図書室を知ってもらおうというね

らいで始めています。 

 スタートして４回目となる９月２５日（火）、図書

室は大賑わい。本を選んだり読んだりする生徒たちに

混じって、将棋を指す生徒、知恵の輪に挑戦する生徒

など、それぞれが思 

い思いに昼休みを楽 

しんでいました。し 

かし、読み聞かせが 

始まると、絵本の前 

に、あっという間に 

２０人以上の生徒た 

ちが集まり、聞き入っていました。 

  

すでに潟上市教育委員会からお知らせしており

ますように、取り決めにより、１０月１日（月）よ

り、全ての部活動は、平日１日と、土曜日か日曜日

のいずれかが休養日となります。 

 羽城中学校では、原則として毎週水曜日を部活

動休養日とします。しかし、学校事情により時間割

が変更になったり諸会議が行われたりする場合

は、その週の火曜日か木曜日が部活動休養日とな

りますので、学年通信や部活動ごとに出される通

信等でお知らせいたします。 

 なお、平日の完全下校時刻は、１０月まで１９

時、１１月以降は１８時３０分となります。 

この日の絵本は「３びきのこぶた」でした 

来月から平日部活動休養日施行 

主な行事予定 


