
出雲市立第二中学校 校長室だより第１２号 Ｒ１.９.１７（火） （文責：伊藤成二）
※この号は、夏休み中の生徒の活躍を中心に掲載しました。私の目で見た各部の頑張りをお届けします。記事は本校ブロ

グに掲載したものを再編集しています。皆様からのご支援に感謝いたします。

『自分株』を磨き、『学校株』を高める（第１２話）

川本君、1女100mの畑さん、1女800mの妹尾さんが中

国大会出場を決めた。

7月19日（金）、陸上競技をスタートに島根県中学 体操競技は、女子団体総

校総合体育大会が開幕した。20日からは水泳とバドミ 合において松江一中、浜田

ントン、22日からテニス、24日から体操とバスケ、27 一中、そして本校が三つ巴の

日から剣道と続く。 優勝争いとなった。本校の各

これまでに行われた水泳は自己記録を更新したもの 選手は果敢に攻めたが、確

の決勝進出は果たせなかった。また、バドミントン、テ 実性を欠いて点数を伸ばせ

ニスはともに強豪との対戦 ず、悔しい僅差の3位となった。しかし、怪我や痛みを抱

に惜しくも敗退した。 えながらの懸命な演技に拍手を送りたい。

陸上競技は、浜山運動 女子個人は、きれいな演技を持ち味とする石飛さんが

公園で開催され、全学年 総合3位入賞を果たし、中国大会の出場権を獲得した。

男子4×100mリレーと1学 本校生徒が出雲市代表として参加したのは、陸上、女

年女子4×100mリレーが優 子テニス、水泳、男子バスケット、女子体操、剣道、女

勝するなど、各選手が懸命な走りを見せ、男子総合5 子バドミントンであった。各競技において、それぞれの選

位、女子総合4位、男女総合6位入賞を成し遂げた。 手が精一杯の力を出し切り、熱戦を繰り広げた。そして、

なお、全男400mR（宮嵜君、管君、三島君、寺本君、 中国大会への出場権を獲得したのは陸上部員10名と体

森木君、日野君）と全男400mの三島君、全男800mの 操部員1名であった。

8月10・11日（土・日）、島根県民会館において標記コ

ンクール中学校Aの部が開催された。Aの部にエントリーし

たのは33中学校、その内中国大会に出場できるのはわず

か4校と非常に厳しい。

本校吹奏楽部は13番目、10日（土）14:05の演奏であ

る。私は毎年のように応援（聴衆の一人）参加するが、指揮

者と演奏者の表情は演奏前と演奏後で別人のようであ

る。それもそのはず、一年間かけて創り上げてきた、その集

大成がこのステージなのだ。

本校の出番が近づいてきた。昼食休憩をはさんでからの

3番目。前の2校が演奏を終えた。両校ともにさすがにすば

らしい。二中吹奏楽部員がステージに入ってきた。私は、

ひたすら「これまでの練習の成果を出し切ってほしい。頑張

れ!!」と心でつぶやいた。昨日、音楽室で演奏を聴いた。

「練習以上のものは出せない。一人一人が練習してきた最

高のものを自分とみんなのために出してほしい。」と私は激

励した。私の胸の鼓動は出演者さながらである。演奏が始

まった。緊張感もあってか入りは少し固い感じだが、私の好

きな課題曲Ⅰ「「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲」が

リズミカルに進む。続く自由曲は「バレエ音楽《青銅の騎

士》より」、躍動する服部先生の指揮に演奏も盛り上がり最

高潮を迎える。ステージを降りた部員の目には涙も見え

た。汗とともに紅潮した服部先生、ステージを終えた達成

感と安堵感、「みんなよく頑張りました。」と声が聞けた。本

当にお疲れさま。そして、みんなはよく頑張った。

翌日、33校の全ての演奏を終え、結果発表があった。

本校は『銀賞』。「こんなに頑張ったのに！」と落胆の声も

聞かれたが、1年生から3年生までの33名が目標を一つに

して、これまで一緒に苦難を乗り越えて頑張ってきた、その

ことが真に素晴らしくて尊い。このステージの結果は銀賞で

も、これまでの練習の過程と頑張りは『金賞』そのものであ

る。

さあ、前を向こう。そして、それぞれの次の目標目ざして、

頑張ろう！

ご声援をいただきました全ての皆様に感謝申し上げま

す。ありがとうございました。

8月8日（木）、大

田市民会館において

「ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 島根県コンクール」中学

校の部が開催された。

参加校は12校、本校は3番目。「出雲市立第二中学校」

がアナウンスされた。ステージ上には29人の合唱部員が並

ぶ。やはり緊張した面持ちで、指揮者 恩田先生の手の動き

に注目している。恩田先生の手が振られ、ピアノ伴奏が始ま

った。「勝負は入り」と耳を澄ませる。緊張感からの堅さはあ

るが、流れるような伴奏に促されて声を響かした。そして徐

々に緊張感がほぐれ、伸びやかな歌声とハーモニーが心地

よい。自由曲は「虹の輪の花」である。これまでも幾度となく

聴かせてもらった曲だが、今回は私の想定をはるかに越える

出来栄え、間違いなくホールの観客を魅了した。ホールに残

る余韻がそのことを物語る。

12校の演奏を終え、表彰式を待つ。私の心は、上位に入

っていることを確信し、金賞・中国大会の期待も大きい。しか

し、金賞（中国大会出場）の2枠にはコールされず、本校は

銀賞、中国大会

の出場権は逃し

た。しかし、観客

を魅了した演奏

は今も心に残っ

ている。

8月18日（日）、プラバホールを会場に標記コンクールが

開催された。部員は10日前に大田市民会館のステージを

経験しているが、会場も雰囲気も異なるステージに緊張感

は隠せない。

「出雲市立第二中学校合唱部 曲は『虹の輪の花』に続

いて無伴奏女性合唱曲集「なみだうた」から『２．涙の樹』」と

紹介された。恩田先生の指揮棒が振られ、合唱が始まった。

観客が聴き入る。私の耳にこれまでで一番の歌声とハーモ

ニーが流れ込んできた。生徒の頑張りを見てきた私には、コ

ンクールと言え、他校がどうであれ、間違いなく「ゴールド金

賞」である。

演奏を終えて、チーム二中がエントランスに姿を現した。

一人一人の表情からは安堵感とやり切った充実感がうかが

える。そして、少しずつ表情が緩み、エントランスにはたくさん

の大輪の笑顔が花開いた。

結果は銀賞、金賞には届かなかったが後悔はない。3年

生4人（竹田さん、板倉さん、鶴田さん、尾原さん）と25人の

後輩が共に演奏する最後のコンクールを終えた。合唱部を

けん引してきた3年生に「たくさんの大変を乗り越え、よく頑張

った。」と称賛の言葉を

伝えたい。

応援をいただきまし

た全ての皆様に感謝

申し上げます。

8月20日（火）、出雲

北陵高校において 「第

17回中学生ワープロコンテスト」が開催された。これは、“

すでに全国でワープロ競技会も開催されており、「情報」教

育もますます教育現場に浸透する中で、コンピュータの基

礎能力である文書入力技術のレベル向上を図りたい。”と

いう趣旨で行われ、文章を正確に入力する10分間の入力

競技である。

本校からはパソコン部の3年生2名と2年生3名が出場

し、3年生の 渡部 稜さんが1位、2年生の 原 蒼天さん

が2位を受賞した。

パソコン部を有している中学校は県内でも少ない。日

々の練習成果が十分に発揮されたことを喜びたい。

美術部は、放課後にな

ると本当にコツコツと作品

作りに専念する。同じ題材

でも、部員一人一人の個性が発揮されて一点物が出来

上がる。今回の作品は「愛鳥週間用ポスター」である。そし

てコンクールでは、小西萌由さん（3年；左）が佳作を、荒

木華那さん（3年；右）が奨励賞を受賞した。

蛇足になるが、夏休み中に3年生の引退をねぎらう会が

和やかに催された。メインはそば打ち。部員全員でそば粉

をこねて、伸ばし、切り、ゆでて、おいしいそばを堪能した。

このメンバーでの活動は最後である。お互いに感謝の気持

ちを示した。個人力と思われる美術部も、チーム力がそれ

ぞれの作品に強く反映するのだから。



中国中学校総合体育大
会が、8月上旬から中国地
区の各会場で開催された。
本校から島根県代表とし

て出場したのは、陸上部員 10名と体操部員1名。結果
は、体操競技に出場した石飛さんが個人総合21位と健闘
した。また、陸上競技では、個人種目に、三島君＜全男40
0m＞、川本君＜全男800m＞、畑さん＜1女100m＞、妹
尾さん＜1女800m＞の4選手が出場した。各選手は全力
を出し切ったが、決勝進出はならなかった。一方、全学年
男子4×100mリレーは2位入賞を果たした。
9日、陸上競技の最終レースとなった全男4×100mリレ

ーは、第一走者 宮嵜君、第二走者 管君、第三走者 三
島君、第四走者 日野君の4選手がバトンをつないで、2番
目に高い表彰台に立った。勝因はバトンパス、特に第一と
第二、第二と第三の絶妙なバトンパスは3位以下を引き離
し、最終ランナー日野君へとバトンが渡った。優勝した広島
県の中学校チームには敗れたものの、4選手のチームワー
クと走力が2位入賞を果たした。

8月31日（土）、浜山公園陸上競技場において、標記予

選会が開催され、本校2年生の亀瀧愛海さんがB区分（20

05年1月1日生～12月31日生）砲丸投げで優勝。10月11

日（金）～13日（日）に川崎市・等々力陸上競技場（神奈
川県）で開催されるジュニアオリンピックへの出場を決め

た。

亀瀧さんは、7月に行われた県総体では、8位に入賞し

たもののB区分選手の中では4番目の記録だった。その後

はジュニアオリンピックの出場権獲得を目ざして、山口県で

行われた中国大会を観戦し、全国トップ選手の投てきを学
んで練習するなど努力を続けた。

今回の予選会では、徐々に記録を伸ばしたものの4投目

までは2位と追いかける展開。しかし、5投目に記録を更新

してトップに躍り出た。さらに、6投目には自己ベストを１ｍ

更新する１１ｍ台をマークして優勝を果たした。ジュニアオ

リンピックは、多数の全中出場者がエントリーするハイレベ
ルな大会であるが、さらなる記録更新を期待するとともに

健闘を祈りたい。

8月20日（火）～24日

（土）、大阪市・ヤンマース

タジアム長居競技場において、中学校陸上競技の最高峰

となる全国大会が開催された。リレー競技の出場権は、各

都道府県代表のリレーチーム男女各1チームである。

本校からは男子のリレーチームが出場した。昨年に次ぐ

出場で、目標は昨年果たせなかった予選通過である。二

中リレーチームの持ちタイムは44.4秒台、目標達成には44

秒を切ることが最低条件である。そのための練習と準備に

陸上部全員で取り組んだ。

8月22日（木）15:55、電光掲示板に「島根・出雲第二」

が表示された。第一走者が宮嵜君、第二走者が管君、第

三走者が三島君、そしてアンカーが森木君である。森木君

は足の故障で戦列を離れていただけに、嬉しい復帰であ

る。

レースはわずか40秒ほど。スターターの号砲が競技場

に響いた。選手が一斉に走り出した。インコースの選手が宮

嵜君を猛追し、宮嵜君も懸命に前を追う。バトンが管君に

渡った。管君はバックストレートを持ち前の走力を生かして

走った。第三走者の三島君にバトンが渡る。遠目からだが

レースは混戦、各チームのバトンパスが入り乱れる。そし

て、アンカーの森木君へとバトンが受け渡された。

あっという間のレースだった。二中チームは記録更新は

果たしたが、目標の44秒台を切れなかった。選手からは

「本当に速かった」「全国のレベルを体感した」「上には上が

いる」などの言葉が漏れた。負けて悔いなし。最高の場で、

最高の学びを得る貴重な大会となった。

教育振興会を通してご支援をいただきました地域の皆

様、応援をいただきました皆様に深く感謝申しあげます。

一学期末の7月に生徒及
び保護者に対して『教育アン
ケート』を実施しました。アンケ

ート結果から見える本校の特徴を紹介します。数値は、「①
良くあてはまる」5ポイント（P）、「⑤全く当てはまらない」1Pとする
5段階の平均値です。なお、アンケート結果は教職員で共有
し、強みは更に伸ばし、弱みは補強あるいは改善に努めま
す。また、アンケート結果の詳細については本校ホームペー
ジに掲載しています。

ア．「学校生活が充実している」（生）4.4P、（保）4.4P
大変高い数値で全体としては良好という結果でした。し

かし、生徒集計で⑤9人、④16人、保護者集計で④6人が
あり、少数とは言え学校生活が充実していない生徒が存在
しています。学校全体で人権意識を重視し、一人一人を大
切にする教育に努めます。

イ．（保）「毎朝きちんと朝食をとっている」4.7P
（生）「早寝早起き・朝ごはんなど規則正しい生活」4.1P
朝ご飯の摂取率は他の調査でも100%に近い数値です。

8月には食育に関するPTA講演会を開催しました。バランス
の良い食事の摂取が健全な成長につながることを学びまし
た。

ウ．「ﾃﾚﾋﾞやｹﾞｰﾑ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの使用」（生）3.6P（保）3.1P
家庭学習と密接に関わる項目です。⑤・④と回答した生

徒は79名で、メディア依存が心配です。

エ．（生）「交通ルールを守っている」4.8P
「生活に必要な決まりやマナーを守っている」4.6P

（保）「ルールやマナーを守っている」 4.2P
生徒の交通安全やルール・マナー意識は高い結果です

が、自転車使用については苦情もあり、更なる改善が必要
です。

オ．記述から
ご指摘を頂きました本校ホームページは、ソフトの不具合

で未更新でしたが、夏季休業中から更新しています。

8月25日（日）、PTA研修部
主催の教育講演会がニュー
ウェルシティを会場に開催され
た。この時期は、運動部の総体や文化部のコンクールを終えて、
部活動は1･2年生の新チームが始動し、3年生は受験生として志
望校を目ざす。この時期だからこそ、今回の講演テーマを「部活
動に挑む・受験に挑む『勝負飯』～今だから、一緒に食事を見直
しませんか～」として、心身の基盤となる食育を取り上げた。講師
は管理栄養士の 石橋 明子先生。
会場には60名ほどの生徒と保護者が集まった。先生からの最

初のお話は「You are what you eat」である。直訳すると「あなた
はあなたの食べた物そのものである」ということだが、つまり“自らの
身体は、これまでに食べてきた物で作られている。”ということ。私
は、これまでの長い年月、たくさんの物を食べてきた。野菜も含め
てたくさんの命をいただいてきた。その一つ一つが私の血となり肉
となり、心となって今の私を作っている。これから食べるものが将
来の私を創造する。たくさんの命の犠牲の上に私があるのだから、
いい加減な人生は送れない。だからこそ、今、食事について一緒
に考えたい。
講話では、直前の勝負飯もあるが、日々のバランスの良い食

事こそが勝負に勝つための本当の『勝負飯』だと学んだ。

＜９月＞
19日（木） 体育祭リハーサル（出雲ドーム）

20日（金） 体育祭（出雲ドーム）

21日（土） 市科学作品展（科学館）～28日

23日（月） 秋分の日

24日（火） 衣替え移行期間～10/11

26日（木） 音楽鑑賞教室

27日（金） 3年生：デートDV出前講座

28日（土） 報告演奏会（市民会館）

29日（日） 塩冶・古志地区体育大会

30日（月） 月例漢字テスト、放課後学習

＜１０月＞
1日（火） 市新人戦壮行式

2日（水） 市新人戦 陸上：浜山公園

4日（金） 英語検定一次試験

7日（月） 中間テスト発表

8日（火） 市新人戦

野球：平田愛宕山・斐川球場～11日

サッカー：浜山公園～9日

ソフトテニス：浜山公園～9日

バスケット：斐川西中、出雲北陵中～9日

バレーボール：カミアリーナ～9日

剣道：平田中学校

卓球：斐川第１体育館～9日

12日（土） ハートピア展（うらら館）～13日

県科学作品展（アスパル）～13日

ポイ捨て一掃大作戦

13日（日） 中間テスト前部活動休止～16日

14日（月） 体育の日

15日（火） 衣替え完全施行、放課後学習

16日（水） 中間テスト（テスト時程）～17日

17日（木） 大会報告、専門委員会

18日（金） 出雲地区新人体操：松江

出雲地区駅伝大会：安来

20日（日） しまね家庭の日

21日（月） 3年生：消費者教育出前授業

放課後学習

22日（火） 即位の礼・正殿の儀

23日（水） 月例英単語テスト

24日（木） 市中部連合音楽会（市民会館）

25日（金） 合唱リハーサル

26日（土） サンタクララ市長杯英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ

（大津コミセン）

27日（日） しまね数リンピック（出雲合庁）

28日（月） 6時間短縮授業、放課後学習

30日（水） 文化祭

31日（木） 県駅伝（三瓶）

職員室の電話対応につきましては、『校長室だより11号』
で夏季休業中の対応についてお知らせしました。今後、固
定電話の対応を、原則、次にように行います。ご理解の上、
ご協力をお願いします。なお、詳細につきましては、本校
ホームページをご覧ください。

【月曜日～金曜日】 ＊祝祭日及び閉庁日を除く
○ 固定電話の対応時間
勤務時間＋90分（７：４５～１８：００）

※ 長期休業中の対応は、勤務時間（8:10～16:55）内。

【土・日・祝祭日、閉庁（8/10～18、12/29～１/3）】
○ 固定電話の対応は、原則行いません。

【緊急の場合】
『緊急連絡用電話』にダイヤルしてください。職員室
にいる職員が対応します。つながらない場合は、出雲市
教育委員会にご連絡ください。

『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『

7月28･29日、日本棋院東京本院にお
いて標記大会が開催され、島根県大会を
勝ち抜いた玉木洸多さん（3年）、大畑柊

翔さん（3年）、玉木秋帆さん（1年）が、「出雲二中」として出場し
た。予選リーグに臨み、善戦したが、1勝2敗という結果で本戦進
出を逃した。本校の部活動ではないが、地域指導者と共に腕を
磨き、全国大会出場を果たした功績は大きい。


