
出雲市立第二中学校 校長室だより第９号 Ｈ３１.３.２２（金） （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９話）

②「3つの汗（体にかく汗、頭にかく汗、心にかく汗）」、
③「３C（Chance、Challenge、Change）」である。そして来

一番の心配事だった天候（保護者の皆様の駐車場 賓を代表して生徒の身近な存在としてご支援をいただ
が校庭で雨天では晴着がだいなし）は、想定をはるか いた小玉友之PTA会長から祝辞をいただいた。
に越える晴天。朝は放射冷却で1度と冷え込んだが、 在校生代表『送ることば』を、本田実怜さんが卒業生
時間とともに温度計は4月中旬まで背伸びした。校長 の頑張りとすごさ、功績を紹介し、これからを「皆さんか
式辞の時候の挨拶も急遽「春の気配を感じる季節」か ら学んだ一つ一つのことを胸に刻み、二中の校風と伝
ら「春を感じる季節」へと変更した。とにかく極上の卒 統を守り、「自分株」を磨き「学校株」を高め、卒業生の
業式日和である。 皆さんがいつまでも誇らしく思えるがっこうをつくってまい
暖かな日射しを受けた体育館に、9時53分ファンフ ります。」と述べた。続いて、藤原慧君が「辛かったこと、

ァーレが鳴り響いた。157名の卒業生の入場である。 悲しかったこと、楽しかったこと、たくさんの出来事、その
「開式の言葉」「国歌斉唱」と続き、「卒業証書授与」 一つ一つが僕たちをここまで育ててくれました。」、「何を
では一人一人が担任の呼名に力強く「はい」と応え、 するにも僕の隣には仲間と言う存在がありました。・・・不
私の前に進み出た。私は心の中で卒業生の氏名を読 安に押しつぶされそうになったとき、そっと手を差し伸べ
み上げ、「おめでとう」と伝えながら証書を手渡した。 て助けてくれる仲間がいました。・・・仲間がいてくれたか
緊張感がうかがえる者やアイコンタクトで返す者、笑 らこそ今の自分がある。・・・これから先、新しい場所で
顔でうなずく者など様子は様々であるが、「中学校を 新しい仲間と出会うことで僕たちは成長できます。」と
卒業するんだ」という達成感や安堵感、新たなスタート 『別れのことば』を述べた。
位置についた緊張感が感じられた。 下の写真は卒業生と在校生が向かい合って「旅立ち
私の式辞は、卒業生のこれまでの頑張りと事あるご の日に」の合唱風景である。卒業生は歌とともに中学生

とに話してきた①「自分株を磨き 学校株を高める」、 活の思い出が込みあげ涙する生徒も多くみられた。

活動してきた仲間であり、みんなが集中して見入
った。第2部は「みんなで楽しく 」である。中学校
区で練習してきた歌声やダンスを披露した。それ

今年の冬は暖冬とはいえ、朝晩の冷え込みはまだま ぞれに工夫が凝らされていて、自然と手拍子が
だ厳しい。今年に入って、インフルエンザによる欠席者 起こった。二中・南中校区の発表は「～おめでと
は数人ずつで推移し、今週（2/18～22）も罹患者1名 う、ありがとうの気持ちを込めて～卒業祭り！」と
である。この背景には養護教諭の熱い思いがあった。毎 題して「よっちょれ」と「わっジョイ」を元気よく踊っ
休憩時間には、体育祭の入退行進のような元気な音 た。突然、校長もステージに上がることを告げら
楽が流れる。各教室は、その音楽がかかっている間は れ、練習もなく、見よう見まねで手足をばたばた
窓を全開にして空気を入れ替えるのだ。カウントダウン 動かした。冷たい汗が流れた。そして、「空より高
となった卒業式等、行事が続くが、とにかくみんなが元 く」を全員で熱唱して送る会を終えた。
気で過ごしたい。 一足早い「卒業生を送る会」は卒業生の前途
今朝、朝礼前に教室を回っていたら、男子生徒S君 を祝福しながら大盛況に終わった。本校卒業生

が「校長先生、最近、出雲二中のブログは更新されて も、「校長先生、ありがとうございました。」と声を
いません。誰が更新しているんですか。」と訪ねてきた。 かけてくれた。
「ブログは、校長先生が担当してるよ。忙しくて更新で みんな頑張れ!! ワッショイ♪ワッショイ♪♪
きてないんだ。」と答えると、 「僕は楽しみにしていて、
時々見るんです。校長先生頑張ってください。」と言っ
てくれた。この嬉しい言葉に後押しされてのブログ更新
である。
２月15日（金）、中部ブロック（旧市内）特別支援教

育部が主催する小中学生合同の『卒業生を送る会』が
開催された。会場となった大社プレイスうらら館は子ど
もたちと保護者でいっぱいになった。第1部「旅立ちのセ
レモニー」では、小学校と中学校を卒業する生徒を紹
介するビデオが流れた。これまで中部ブロックで一緒に

勝戦では玉島北中学校（岡山県）に食い下がった

が惜敗した。結果は、準優勝で賞状とカップを持

ち帰った。

3月2･3日（土・日）、山口県岩国市に 今回の大会は、県代表としての参加で旅費・宿

おいて標記大会が開催された。今回の大 泊費等に本校教育振興会と出雲市教育委員会

会は昨秋に行われた出雲地区大会の上 からの多額の助成をいただいている。このような大

位大会として行われ、3位入賞を果たした 会に参加でき、貴重な体験が詰めたことを感謝し

男子チームが島根県代表として出場した。 たい。

参加チームは中国地方各県の上位チー

ム12校である。

一日目は、12チームが4リーグに分かれてしのぎを削

った。出雲二中は岩国東中学校（山口県）と湖東中学

校（鳥取県）と対戦し、苦戦しながらもそれぞれを退け、リ

ーグ1位で2日目の決勝トーナメントに進出した。決勝ト

ーナメントの1回戦は古田中学校（広島県）に辛勝し、決

お忙しい中、ご臨席を賜り卒業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。

○児玉 弘之 様（出雲市教育委員会児童生徒支援課 課長） ○加茂 紘一 様（塩冶地区民生委員児童委員協議会 会長） ○吉田 彰二 様（県立大社高等学校 校長）
○宮本 亨 様（出雲市議会議員） ○今岡章一郎 様（古志地区民生委員児童委員協議会 副会長） ○川上 明美 様（県立平田高等学校 教諭）
○勝部 順子 様（出雲市議会議員） ○米原 幹人 様（出雲市隣保館 館長） ○永島 弘明 様（出雲西高等学校 校長）
○板倉 一郎 様（出雲市議会議員） ○杉谷 学 様（塩冶小学校 校長） ○泉 一則 様（出雲北陵高等学校 教諭）
○伊藤 貴博 様（教育振興会 副会長） ○布野 光信 様（神戸川小学校 教頭） ○小玉 友之 様（PTA 会長）
○小田川 幸 様（地域学校運営理事会 理事長） ○真玉 保浩 様（県立出雲高等学校 校長） ○三宮 純子 様（PTA 副会長）
○長島 昭 様（古志地区自治協会 副会長） ○吾郷 信博 様（県立出雲工業高等学校 校長） ○渡部 直樹 様（PTA 副会長）
○坂本 達夫 様（塩冶コミュニティセンター センター長） ○陶山 裕史 様（県立出雲商業高等学校 教頭）
○奥井 博之 様（古志コミュニティセンター センター長） ○三島 一友 様（県立出雲農林高等学校 校長）



＜４月＞ ※確定版ではありませんので、ご了承ください。
1日（月） 年度始め休業日～7日

部活動休止日
7日（日） 島根県知事・県議会議員選挙

（武道場を選挙会場として使用）
8日（月） 着任式、始業式
9日（火） 入学式14:00～ ＜弁当＞
10日（水） 給食開始

新入生歓迎会・部活動説明会
1年生:部活動見学（17:30まで）～12日

11日（木） 身体測定
12日（金） 任命式
15日（月） 職員会議、部活動休止日
16日（火） 部活動体験（18:00完全下校）～18日
17日（水） 専門委員会
18日（木） 1年生：新入生テスト

2年生：市学力・学習状況調査（国・数・社）
3年生：全国学力・学習状況調査（国・数・英）

19日（金） 2年生：市学力・学習状況調査（理・英）
21日（日） しまね家庭の日
22日（月） 職員会議、部活動休止日
23日（火） 1年生：部活動仮入部（18:15下校）
25日（木） 3年生：耳鼻科検診
26日（火） 1年生:正式入部（中間ﾃｽﾄまでは18:15下校）

交通安全教室・（1年生）自転車指導
29日（月） 『昭和の日』
30日（火） 『天皇退位の日』

＜５月＞
1日（水） 『天皇即位の日』
2日（木） 休日
3日（金） 憲法記念日
4日（土） みどりの日
5日（日） 子どもの日
6日（月） 振替休日
7日（火） 体力テスト、生徒総会

職員会議、部活動休止日
8日（水） 出雲地区テニス大会（安来～9日）
10日（金） 中間テスト発表、心電図検査

さわやかコンサート（向陽中、吹奏楽部参加）
11日（土） 出雲地区陸上大会
12日（日） 出校日（3時間授業）、PTA総会
13日（月） 振替休業日
14日（火） 衣替え移行期間（～6/７）

1年生：科学館学習
テスト前部活動休止（～16日）
検尿

15日（水） 1年生：科学館学習
16日（木） 耳鼻科検診
17日（金） 中間テスト、応援練習
19日（日） しまね家庭の日
20日（月） 専門委員会、職員会議、部活動休止日
23日（木） 眼科検診、歯科検診

2年生：科学館学習
24日（金） 壮行式
27日（月） 職員会議、部活動休止日
28日（火） 市総体（体操/浜山）

＜６月＞
4日（月）～6日（木） 市総体

2月28日（木）、出雲市学校保健会
が主催する「学校保健功労者表彰」
が、出雲市医師会館で開催された。今
年度は学校医、学校歯科医、学校薬剤師、及び養護教諭の合
わせて15名の者が功労者表彰を受賞した。本校歯科医の中村
元祐先生も受賞された。
中村元祐先生は、平成19年に学校歯科医に就任以降、12年

間、本校の生徒に対する健康診断（歯科検診）に携わっていただ
いた。検診の機会を通して、生徒一人一人の口腔状態にあわせ
た歯科保健指導を丁寧に実践いただいている。また、中村先生
はスポーツデンティスト（歯科医師の資格をもちスポーツをする人
の歯を診断し、最高のパフォーマンスを出せるように、噛み合わ
せを診断するスペシャリスト）の資格を有していて、本年度は7月
に学校保健委員会において、全校生徒に「口の中の衛生は身体
全体の健康に大いに関わる」と講演をいただいた。長年のご尽力
に深く感謝したい。
今後ともよろしくお願いします。

今春の人事異動により、10名の先生方をお見送りす
ることになりました。これまでの第二中学校におけるご尽
力に感謝してご紹介します。（3/20現在）

幸野昌文教頭先生
本校在籍2年、地元の河南中学校に転勤。
職員室の担任として、常に先生方を後方から

支えていただきました。理科の授業で教わった生
徒も多いことでしょう。いつも全力で職務を遂行していただきま
した。

宮崎圭司先生（主幹教諭）
本校在籍3年、大田第二中学校に教頭昇

任。
この2年間は主幹教諭として、教頭先生とともに

学校運営にご尽力いただきました。理科の授業で教わった
人、野球部でお世話になった人も多いことでしょう。

福田美都子先生
本校在籍2年、一身上の都合により辞職。
美術の担当として多くの皆さんが教わり、美術部

員も含めて県展等でたくさんの賞をいただきました。
さくら学級の担任としていつも優しく接していただきました。

岩成 司先生
本校在籍4年、大田市立北三瓶中学校に転

勤。
2年部の学年主任、社会科の担当、卓球部顧

問として、また生徒支援部主任として、常に生徒の
立場を大切にして教育活動にご尽力いただきました。

坂本育美先生
本校在籍3年、一身上の都合により休職。
1年3組の担任、国語担当、陸上部副顧問、

図書館担当など常に精力的に活動していただき
ました。いろんな悩みを聞いてもらった女子生徒も
多いことでしょう。

塔村真吾先生
本校在籍5年、アルゼンチンのブエノスアイレス

日本人学校に派遣されることになりました。
体育担当、女子バスケット部顧問、生徒会担

当、そして卒業生担任として生徒を送り出すなど本
校での功績は大きいものがあります。

福田大介先生
本校在籍6年、島根大学教育学部付属中学

校に転勤。
1年1組担任、社会科担当、清掃担当として生

徒のみんなを引っ張ってくださいました。部活動では
剣道部水泳部でお世話いただきました。

飯国久美子先生
本校在籍7年、斐川西中学校に転勤。
家庭科の教員として調理実習や被服、保育な

ど日常生活に係る多くのことを教わりました。給食
担当や学校だより等でもご尽力いただきました。

永井 雄先生
本校在籍7か月、南中学校で勤務予定。
9月から森脇先生と交代でご勤務いただきまし

た。特に院内学級を担当いただくとともに、陸上部
の長距離選手の強化にご尽力いただきました。

鎌田陽子事務リーダー
本校在籍4年、一身上の都合で辞職。
学校の縁の下の力持ちとして、学校運営全般

の経理を中心に担っていただきました。本校に限ら
ず、出雲市の統括事務リーダーとしてご尽力いた
だきました。

2月26日（火）19:00、PTAの第2回評
議員会が開催された。夕方という忙しい
時間帯に多くの役員・部員の皆様にお
出かけいただき、それぞれの協議題につ
いて報告と確認がなされた。
PTA活動の一年を振り返ると、5月13日（日）のPTA総会から始

まった。表面的にはそうだが、総会を開催するための準備（組織づ
くりや活動計画等）は4月当初から着々と進められていた。この助
走期間と言える準備がしっかりとできていたからこそ、充実したPT
A活動が円滑に進められたのだと思う。
とかく、我が子が中学校に入ると親の手が放れた感（私がそう

だった）があり、同時にPTA活動への参加意欲も減退し他人任せ
になりやすい。このことは教育アンケートの結果からもうかがえる。
しかし、本校はPTA会員全員に呼びかける企画も多く、全員参加
のあいさつ運動、講演会（「反抗期の子どもとつきあうためには」、
「歯の健康とスポーツ」、「性に関する講演会」）、高校バス見学
会、制服等リサイクル、体育祭当日の交通指導と競技参加、毎
学期末の広報「若葉」発行、そして学年PTAとして実施した親子
活動（清掃と会食）など、事業が並ぶ。また、今年度からは役員
選出方法に、立候補に加えて全会員を対象とした抽選会を導入
した。これは、中学校3年間で少なくとも1度はPTA行事に役員と
して参加していただきたいとの思いからである。このような取組を
通して、保護者の皆様には幾度となく学校に足を運んでいただい
た。このようなPTA活動は、恩恵を受ける生徒自身の活動意欲を
高揚につながっている。
今年度のPTA活動は、監査会と新旧引継ぎ会を残すだけとな

りました。長きにわたって本校PTA活動を引っ張っていただき、今
年度で退任となります 会長 小玉
友之様（4年間）、副会長 谷戸奈
緒子様（3年間）、副会長 三宮純
子様（3年間）に感謝申しあげま
す。また、今年度の活動にご参加
・ご協力をいただきました皆様に感
謝申しあげます。ありがとうございま
す。

しかし、２クラスの確認を終えたところでトラブル発
生。職員室側のすべてのボタンが操作不能となった。

２月２２日は、島根県、いやい ナースコールは鳴り続けるが、会話はできない。これに
や日本にとって大切な日、日本の 反応した教員が指示を受けて、各階に走り出した。全
固有の領土である「竹島の日」で クラスの生徒確認を終えるのに6分程の時間を要し
ある。職員朝礼で、社会科の教員 た。今回初めての取組は、今後に生かせる多くのデー
から「竹島の日」について報告され、生徒に対しても各 タを得て改善策も確認できた。また、臨機応変に対
担任から説明がなされた。社会科の授業では、主に２ 応できる教職員の柔軟性は本校の強みである。出雲
年生「日本地理」と３年生「公民」で学習する。 二中は出雲警察署の斜め向かいのような場所にある。
今日は三学期の避難訓練、不審者の侵入を想定し そんなところに不審者が侵入するとは考えにくいが、

た訓練を実施した。今回の第一の目的は、各教室に分 油断禁物、「備えあれば、憂いなし。」である。
かれて授業している生徒の安全確認・確保である。本 生徒確認を終えた後、全校生徒が体育館に集合
校は外国籍の生徒も多く、日本語指導による取り出し し、子ども支援センターの小倉指導員からは不審者
授業も行っている。保健室や相談室を利用する生徒も 侵入時等の身の守り方（特にパニックにならず、先生
含め、緊急かつ確実に出席生徒の把握が時として重 の指示に従うこと）について指導いただいた。続いて、
要になる。 出雲警察署生活安全課の田中少年補導職員からは
不審者が侵入し、校長室で行動を抑えたとの前提 インターネットトラブル（特にSNS等のなりすまし被害）

で避難訓練を開始した。「授業中ですが、出席者の確 についてお話をいただい
認をしてください。」と静かな口調で緊急放送を流した。 た。3年生にとっては義務
当然、放送によって不審者の感情を逆なでしない配慮 教育最後の避難訓練で
である。そして、「各クラスの確認状況をナースコール ある。自らが被（加）害者
（各教室から職員室につながるインターフォン）で報告く にならないように、これま
ださい。」と指示を出す。職員室のナースコールはすぐ での学びを生かしてほし
に反応しコール音が鳴り続く。１クラスづつ確認をとる。 い。


