
出雲市立第二中学校 校長室だより第１０号 Ｒ１.６.３（月）（文責：伊藤成二）
※本紙面の各記事は、本校ブログに掲載したものを再編集しています。時期にずれが生じていますがご了承ください。

また、本校ブログはカラーで掲載しています。「出雲市立第二中学校」で検索していただくとご覧いただけます。

『自分株』を磨き、『学校株』を高める（第１０話）

身近に感じ、理解しようと努め、一人一人が人との関わ

りの中で自らを磨き、お互いが高め合えるチーム二中を

4月9日（火）、爽やか 目ざしたい。

で気持ちの良い朝を迎え

た。平成最後の入学式の 続いて、来賓を代表し

朝である。 て渡部PTA会長から、“困

10時00分、入学生155 難に出会った時は、泣か

名が拍手に迎えられて入 ずに前向きに向き合いまし

場してきた。新入生に来賓の皆様や保護者の皆様の ょう。「ピンチはチャンス」、

視線が注がれる。小学校を卒業してわずか数週間で 辛い時ここがチャンスとニ

はあるが、制服姿の新入生は少し大きくなったように感 ッコリ笑って取り組めば結果も違うはず。それでもだめな

じる。 ら、友達や家族、先生に相談しましょう。あなたは一人で

私は、式辞で「二中生として頑張りたいこと」と題し はありません。手を取り合って共に成長していきましょう。

て話した。それは、「①今日も来てよかったと思える学 ”と祝辞をいただいた。

校」、「②仲間がいて、お互いが高め合える学校」、 続いて、新入生を代表して花田朋樹さんが“真剣、

「③明日も行きたいと思える学校」である。生徒だけが 責任、創造の校訓に従っ

対象ではなく、教職員や学校で生活する全ての人が て、学業や部活動に励

そう思える学校をみんなで創造したい。 み、仲間と共に助け合い

立派な中学生になるよう

Parabéns pelo ingresso em nossa escola. 努力します。”と誓いのこ

Sou Ito Seiji, diretor do Daini Ch・gakk・. Sejam be とばを述べた。

m vindos. Vamos trabalhar juntos. 新入生はもちろん2é3年生の態度、「君が代」と「校

歌」の歌声も立派で、平成から令和へと移行する今年

また、本校は外国から30名ほどの仲間が来てくれて 度への期待が膨らむ入学式を終えた。

いて国際色も豊かだ。お互いの異なる個性や文化を

投げたりする。そんな時、親の意見を通すことを

『諦める』ことが必要。自分の価値観を子どもに

5月12日（日）、今日は日 押し付けず子どもを 『尊重』する。 」 、また 「人は

曜日を返上し授業公開とPT 皆、他に認められたいという『承認欲求』をもって

A講演会、PTA総会、学年P いる。親として子どもに与える承認は、 『結果承

TA、部活動保護者会を開催 認』『行動承認』『存在承認』があって、結果が出

した。 なくてもそれまでのプロセスや子どもの存在その

午前中は、45分授業で3 ものを認めていくことが大切。」、さらに「コミュニ

時間を行い、弁当を食べて清掃。12時25分、少し慌た ケーションは 「聴 く 」 ことであり 、話すことではな

だしい時間設定ではあったが、授業公開が始まった。1 い 。相手に 「聴いている 」ことが伝わらなければ

・2年生は担任による教科 or道徳or学活の授業を公開 「聴いている」とは言えない。」など、子ども（人）

し、3年生は高校進学に向けた学年集会を体育館で行 と向き合う態度を学んだ。本校の教職員にとって

った。日曜日とあって、たくさんの保護者と共に小学生 も貴重な講話をいただき、日々子どもたちに向き

児童や園児、手を引かれた幼児の姿も見られた。1年 合う態度として実践していきたい。

生は初めての授業公開とあって、名簿上で155名中13 講演会に引き続いてPTA総会を行い、新役員

1名（約85%）に出席のチェックをいただいた。また、両親 の紹介や今年度の活動計画の報告がなされた。

での参加も多く見られた。2・3年生も6～7割の保護者 また、『ネット見守りたい』の総会決議が行われ、

の来校をいただいた。 今年度も生徒、保護者、教職員でインターネット

授業後生徒は下校し、保護者を対象としたPTA講演 を見守り、情報モラルの向上とネットトラブルの未

会を行った。講師は、昨年度 然防止・早期解決に努めることが決まった。

に 続 い て 葛 西 浩 二 氏 で あ その後は、それぞれの会場に分かれて学年懇

る 。 葛 西 氏 は 湖 陵 町 在 住 談会と部活動保護者会を行った。子どもたちは、

で、親や先生等を対象に学 勉学に部活動に本気で取り組んでいる。それを

校や家庭での子どもたちとの 私たち親や教職員が精一杯サポートしていきた

関わり方や、ビジネスの現場 い。保護者の皆様、ご来校いただきありがとうござ

においてのコミュニケーシ ョ いました。

ンの取り方、また、良い人生の終焉を迎えるための終活

など、さまざまなテーマで講演会やセミナーの講師をつ

とめられている。

今回は「反抗期の子どもとつきあうために」をテーマ

にお話をいただいた。その中で、「コミュニケーションは

よくキャッチボールに例えられるが、反抗期の子どもは

ボールを投げても返してくれないことがしばしば、きびし

い時は危ないほどに強く投げ返したり、反対方向に放り

お忙しい中、ご臨席を賜り新入生には励まし

の言葉をいただき誠にありがとうございます。

○宮本 亨 様（出雲市議会議員） ○加茂 慎二 様（塩冶コミュニティセンター センター長） ○内田 政己 様（出雲西高等学校 教頭）

○勝部 順子 様（出雲市議会議員） ○奥井 博之 様（古志コミュニティセンター センター長） ○杉谷 幸夫 様（県立大社高等学校 教諭）

○板倉 一郎 様（出雲市議会議員） ○加茂 紘一 様（塩冶地区民生委員児童委員協議会 会長） ○山﨑 俊樹 様（学校医）

○須山 宏幸 様（教育振興会 会長） ○米原 幹人 様（出雲市隣保館 館長） ○渡部 直樹 様（PTA 会長）
○伊藤 貴博 様（教育振興会 副会長） ○杉谷 学 様（塩冶小学校 校長） ○野々村 学 様（PTA 副会長）
○高橋 信治 様（卒業生会 会長） ○吉田 裕子 様（神戸川小学校 教頭） ○山根 知之 様（PTA 副会長）
○小田川 幸 様（地域学校運営理事会 理事長） ○原 美和子 様（みなみ小学校 教諭）

○大野 敏夫 様（古志地区自治協会 会長） ○今若 誠己 様（県立出雲高等学校 教頭）

今年度もPTA総会において『ネ

ット見守りたい』が決議された。

今やインターネットはコミュニケーションツールとして、また検索や情報収

集に欠かせない。手軽さゆえに活用に潜む落とし穴も多い。

生徒、保護者、教職員等の全ての学校関係者が“たい員”として、犯

罪の加害者にも被害者にもならないようしっかり対応していきたい。たい員

の役割は次のとおり。

①自らのネット利用において、人を傷つけるなどの無責任な発信をしない。

② たい員や学校を傷つける「不適切な書き込みや画像」を発見した時は、

速やかに学校（または保護者）に報告する。

③ 常に情報モラルを意識し、午後９時以降のネット利用の中止に努める。



＜６月＞
3日（月） 短縮5時間授業、部活動可
4日（火） 市総体～6日

野球：愛宕山球場、斐川球場／剣道：平田
中学校体育館／サッカー：浜山公園サッカ
ー場／バスケット：斐川西中・北陵中体育館
／バレー：浜山カミアリーナ／卓球：斐川第
1体育館／テニス：浜山公園テニス場

7日（金） 1年生：内科検診
8日（土） 出雲地区吹奏楽祭（市民会館）
9日（日） 県合唱祭（うらら館）
10日（月） 衣替え完全施行

職員会議、部活動休止日
12日（水） 3年生：内科検診
13日（木） 2年生：内科検診
14日（金） 期末テスト発表、小中連絡会
15日（土） 通信陸上（浜山公園）
16日（日） しまね家庭の日
17日（月） 職員会議、部活動休止日
18日（火） 市総体 陸上：浜山公園

テスト前部活動休止～25日
19日（水） 市総体 陸上予備日
21日（金） 小中連携事業全体会
24日（月） 6時間短縮授業、職員会なし
25日（火） 期末テスト（テスト時程、5時間）
26日（水） 期末テスト（普通時程）、防犯教室
27日（木） 3年生：進路説明会

市中部特別支援学級ふれあい学習
28日（金） 市総体 水泳：松江・県立プール

＜７月＞
1日（月） 職員会議、部活動休止日

体操服登校開始日～9/20
2日（火） 専門委員会
3日（水） 1年生：歯科検診
7日（日） 吹奏楽の集い（市民会館）
8日（月） 大会報告（市総体）

職員会議、部活動休止日
9日（火） 3年生：学年弁論、全校集会（体育祭）
10日（水） 2年生：学年弁論

1年生：球技大会、3年生：歯科検診
11日（木） 1年生：学年弁論

3年生:球技大会
12日（金） 2年生：救急法講座、防犯教室
15日（月） 海の日
16日（火） 避難訓練
17日（水） 校内弁論大会、給食最終日
18日（木） 終業式、壮行式、4時間授業
19日（金） 夏季休業～8/26

面談開始～8/10日
県総体 陸上：浜山公園～21日

20日（土） 県総体 水泳：松江～21日
サッカー：益田～22日
バドミントン：大東～21日

21日（日） 県総体 卓球：松江～22日
22日（月） 県総体 テニス：浜山～23日
23日（火） 県総体 体操：浜田～24日
24日（水） 県総体 バスケット：松江～26日

バレー：浜山～26日
野球：益田～27日

27日（土） 県総体 剣道：奥出雲～28日
合唱の集い（うらら館）
科学の祭典島根大会（科学館）～28日

今年も陸上シーズンを迎え本校
陸上部も好スタートをきった。
初戦ともいえる出雲陸上では、

宮嵜夢太さん、管優希さん、森木
大翔さん、三島聡太さんがバトンをつなぎ男子400MRで優勝を
遂げ、『今岡進賞』を獲得した。これは、昨年に引き続いての嬉し
い連覇だ。同種目は、6月15日（土）＜浜山陸上競技場＞に全
国大会への出場権をかけた通信陸上が開催される。昨年に続い
ての全国大会出場が期待される。
また、各陸上部員はそれぞれの種目において、自己ベストを更

新するなど活躍している。本校グランドの練習風景も実に熱心で
格好いい。他人に勝つことよりも、まずは自分の記録に挑戦し、自
らを磨いてほしい。

勉強し、その時々の厳しかった学びが今につながって

いる。そして、「若い皆さんは、皆さんの頭、身体、野

心、希望を持って、あなたたちの未来を手に入れるこ

とができるのです。特に一人一人の成功、充実できる

ことを今から、学校を通して見つけてほしい。」とメッセ

マウ リシオさ ージをいただいた。

んは、ブラジル お話を聞いた後、質問コーナーと写真撮影を行い、

の漫画家、ジャ 生徒を代表して矢野グスターボさんが「…。マウリシ

ーナリスト、著作 オさんとスタッフが僕たちを助けるために開発したいろ

家である。自分 いろな物、特に今回送っていただいた英語のドリルはと

の娘をモデルに ても感謝しています。このドリルは、僕たちの英語の勉

し た 漫 画 作 品 強の時だけではなく、日本語の勉強にもすごく助けに

『モニカの仲間 なると思います。…。僕の子ども時代の一部だったキャ

たち』は50年以上連載され、ブラジルで知らない人は ラクターを生み出した方が僕の目の前にいらっしゃるこ

いないという国民的人気を得ている。 とが信じられません。直接、お礼が言えて光栄です。」

マウリシオさんが出雲市長に表敬訪問されると聞い とお礼を述べた。生徒は、マウリシオさんからマウリシ

た日本語教室スタッフが、最高のラブコールを送り、本 オさんが生み出したたくさんのキャラクターの名刺を1

校への来校が実現した。9時15分、マウリシオさんが到 枚ずついただいた。マウリシオさんを中心に大きな笑

着した。予定よりも15分早い来校である。玄関のウェル 顔の花が咲き誇った。生徒は、マウリシオさんから名

カムボードを目にしたマウリシオさんは、とっても優しい 刺とともに“希望”という一生のプレゼントをいただい

まなざしで腰をかがめて、本校スタッフが描いたモニカ た。

の絵の横にサインを入れてくださった。周囲への優しい マウリシオ・デ・ソウザさん、ご来校いただき、本当

気配り（人柄）を感じさせる素敵な交流の始まりである。 にありがとうございました。

交流となる教室にはブラジルにルーツをもつ生徒25

人が待っていた。マウリシオさんの入場にテンションが

上がる。熱烈な歓迎である。

マウリシオさんは、“自らの生い立ちと今ここに存在す

る自分”、“若いみんなに諦めずに頑張ってほしいこと”

など生徒一人一人に語り掛けるように話してくださった。

今の自分があるのは決して平坦な道ではない、これま

でたくさんの「Ｎｏ」を突き付けられた。しかし、イラストレ

ーター・漫画家になりたいという夢を追う中で、たくさん

5月28日（火）の体
操競技をスタートに県

大会出場権をかけた出雲市中学校総合体育大会が始まった。
初陣の体操部は見事団体優勝を果たすなど幸先の良いスタート
を切った。ここでは、団体種目の組合せ（初戦及び予選リーグ）を
紹介する。3年生は、今大会を目標に練習してきたといっても過
言ではない。勝敗にもこだわりたいが、それ以上に悔いのない闘い
を期待したい。「がんばれ！二中生!!」

○体操 5月28日（火）カミアリーナ体育館
○サッカー（トーナメント）
6月4日（火）1回戦 9:30～浜山陸上競技場＜対三中＞
2回戦13:20～浜山球技場＜対向陽中・出雲一中勝者＞

6月5日（水）1～5位順位決定戦
○卓球（8校によるリーグ戦）斐川第1体育館
6月4日（火）＜①対浜山中＞＜②対斐川西中＞＜③向陽中＞
＜④一中＞＜⑤斐川東中＞＜⑥平田中＞＜⑦出雲北陵中＞
6月5日（水）個人戦

○剣道（トーナメント）平田中学校体育館
6月4日（火）個人戦
6月5日（水）男子：1回戦＜対一中＞

女子：1回戦＜対斐川東中＞
○バスケットボール 斐川西中体育館A、出雲北陵中体育館B
6月4日（火）男子：A8:30＜対湖陵中＞

女子：B9:00＜対出雲北陵中＞
6月5日（水）A順位決定リーグ＆決勝戦

○野球（トーナメント）平田愛宕山球場A、斐川公園球場B
6月4日（火）B9:00＜対浜山中＞
6月5日（水）B12:30＜対平田中・斐川東中勝者＞

○テニス（7校によるリーグ戦）浜山公園
6月4日（火）個人戦
6月5日（水）＜①浜山中＞＜②斐川東中＞＜③斐川西中＞

＜④一中＞＜⑤大社中＞＜⑥三中＞
○バレーボール 浜山カミアリーナ
6月4日（火）予選グループ戦（Cゾーン4校リーグ戦）
＜①三中＞＜②河南中＞＜③斐川東中＞

6月5日（水） 9校による予選トーナメント＆順位決定リーグ
○陸上
6月18日（火）浜山陸上競技場

○水泳
6月28日（金）県立プール（松江）

5月24日（金）6校時、全校

生徒が体育館に集合し、市総

体に向けた壮行応援会を行っ

た。この日のために有志による応援団が組織さ

れ、数回の練習を経てこの日を迎えた。全校生

徒の3分の1ほどが選手として前に並んだ。選手

一人一人にとっても他種目に対しては応援者で

ある。『校歌』では、選手と応援団が対峙しながら

も、お互いが負けじと声を張り上げ、選手の健闘

を祈った。

生徒を代表して吾郷歩夢さんが「試合だけで

なく礼儀とマナーに心がけ、二中生の代表として

戦ってきてほしい。」と激励し、各部のキャプテン

が「これまでの練習の成果を出し切り、県総体の

出場権をつかみたい。」と抱負を述べた。




