
出雲市立第二中学校 校長室だより第１３号 Ｒ１.１１.６（水） （文責：伊藤成二）
※この号は、二学期に入ってからの生徒の活躍を掲載しました。学年行事（1年：松江研修、2年：修学旅行、3年：職場体

験）は割愛します。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１３話）
閉会式で私は、「開会式

の入場行進を見て期待した
9月20日（金）秋晴れの下、 それ以上の体育祭を見せ

出雲二中の体育祭が出雲ド てくれました。本当に素晴ら
ームを会場に開催された。昨 しい体育祭でした 。 」 と伝
日（19日（木））はリハーサルと え、その喜びを会場全体で
会場準備を済ませ、準備万端 共有したくて万歳三唱をお
で本日の体育祭を迎えた。 願いした。
入場行進が始まった。入場 「心は一つ。 頑張った

する選手の顔はきりっと引き締 自分に、励まし合った仲間
まり、手を振り足を上げ乱れの に、そして素晴らしい体育祭
ない行進は、3年生の体育祭 を成功させた出雲二中に、
にかける思いを象徴しているか 声高らかに。」
のようである。それぞれの色が バンザーイ! バンザーイ!!
工夫したパフォーマンスが繰り バンザーイ!!!
込まれ、本部席・観客席の前 また、閉会式では、生徒
では大きな拍手が送られた。 会長の高橋幸村君が挨拶
開会式で私は、「この素晴 終盤に演技台から降り、前

らしい入場行進を目の当たりに に並んでいた生徒会役員と
し、今日一日のみなさんのパ ともに先生方に身体を向け
フォーマンスが最高に楽しみ て、「本当に素晴らしい体育
です。」と挨拶した。その後の 祭ができました。先生方、こ
競技は、私の言葉を証明する れまでたくさんのご指導をい
かのように、それぞれの選手が ただき、ありがとうございまし
出来る限りの頑張りを見せた。 た。」とお礼を述べた。全校
全校生徒が選手であり、係員 生徒も高橋君に負けじとお
を務め、応援席では身体全体 礼を言って頭を下げた。教
を使って声援した。 員にとっては想定外のお礼
3年生は盆明けから、象徴 の言葉だったが、感謝の気

（デコレーション）、衣装、応援 持ちを表す生徒の成長はた
に分かれて準備を進めた。そ だただ嬉しくありがたいもの
して、その出来栄えは実に見 だった。
事で甲乙つけがたく、審査員 たくさんの来賓・保護者
を泣かせた。私が鬼となって1 の皆様に足を運んでいただ
位に選んだ象徴が、3位以内 き、ご声援をいただきま し
に入れないという激戦である。 た。本当にありがとうござい

ました。

そう、忘れてはいけない。今年は
職員合唱『正解』を披露した。音
をとるのがとっても難しい。わず

10月30日（水）、出雲二中文化 か数回の練習だったが、たくさん
祭が開催された。校内にクラス合 の拍手をいただいた。そして、手
唱の歌声が響くこの期間が、私は 本ともいえる合唱部のほれぼれ
大好きだ。しかし、残念なことに今 する演奏を聴いて、午前の部を
年は肝心なこの時期に、「全日本 終えた。
中学校長会研究協議会群馬大 展示発表では、全員が取り組
会」に全体協議会提案発表者とし んだ新聞（1年：松江研修、2年：
て出席し、4日間も学校を留守にし 修学旅行、3年：職場体験）が見
た。そんな中、生徒会担当の勝部 ごたえがあった。時間をかけてじ
先生と生徒会本部役員の企画 っくり見たいが、残念ながらそん
の下、全職員と生徒会との協 な時間はない。足早に移動し
働によって準備が進められた。 て、科学作品、美術作品を鑑賞
文化祭当日は素晴らしい秋 した。ここで私の目を引いたの

空が広がった。職員朝礼で私 が、自画像や写生の絵画であ
は、「勝部先生のリーダーシップ る。素人目ではあるが、とっても
の下、全職員の力によって今日 よく描けていて感動した。
が迎えられました。天気も最高 午後の部は、吹奏楽部の演
です。二中文化祭の成功、間 奏から始まり、各学年の総合学
違いありません。皆さんのご尽 習の発表、科学作品展入賞作
力に感謝します。今日一日よろ 品のプレゼン発表、英語ｽﾋﾟｰﾁ
しくお願いします。」と挨拶した。 ｺﾝﾃｽﾄとレシテーションコンテス
今回、私はほとんど準備段階を トの発表、日本語教室の生徒に
見ていない。その点では、当日 よる中国の紹介、そして皆が楽し
を楽しみにご来校いただく保護 みにしていた有志発表と続いた。
者の皆さんと同じドキドキ感であ 有志発表は、事前オーディション
る。 通過者のステージとあってクオリ
続々と保護者・地域の皆様 ティーが高い。司会もユニークで

が会場となる体育館へ入場さ テンポがよく、会場の雰囲気を
れ、準備していた150席の観客 盛り上げる。漫才とコントは吉本
席はすぐに満席、カメラ席や2 興業から派遣されたかの域に大
階ギャラリーにもたくさんの姿が いに笑った。キレのあるダンスは
見えた。 今時を感じさせる。これもまた芸
午前の部「合唱コンクール」 術の域である。

が始まった。1年生から抽選順 文化の薫り漂う二中文化祭も
に自由曲が演奏される。1年生 フィナーレを迎えた。私は、「最
の演奏は、私の耳には「熟成度 後まで観ていただいた保護者、
がもう少しほしい」と聴こえたが、 地域の皆様に感謝します。二中
ステージ上の変声期真っ只中 の文化と生徒の皆さんの頑張
の男子生徒の頑張りやクラスの り、とても素晴らしい文化祭を観
団結に拍手を送った。続く2年 せてもらいました。何事も最初か
生、声量が高まり安定感をもっ らできる人はいません。合唱だっ
た男子パートが女性パートとハ てダンスだって、練習に練習を
ーモニーを奏でる。そして3年 重ねるから上手くなります。誰に
生、ステージ上の立ち姿も堂々 も苦手はあるけれど、そこから逃
としていて頼もしい。優しく包み げずに練習することで、間違い
込むような男性パートの声が女 なく上達するのです。それをみん
性パートをリードする。バランス なは今日実証してくれました。楽
の良さと心地よいハーモニーが しみにしていた文化祭を終えま
響く。これこそが二中の伝統と文化である。各学年の成長 す。それぞれが次の目標に向か
段階での歌声が聴けた。今年は十分な練習時間が取れな って一歩を踏み出しましょう。」と感動と学びを伝えた。そし
かったが、どのクラスも本番にはそれぞれの最高を披露し て、最後は、文化祭実行委員長である高橋生徒会長の発
た。また、合唱練習はトラブルがつきものである。しかし、そ 声による万歳三唱で締めくくった。
の一つ一つを乗り越えることで、クラスの結束が高まり歌声 文化祭の感動は到底書ききれない。二中文化祭にご来
もワンランクアップする。だから、私はこの期間が大好きだ。 校いただきました皆様に感謝を申し上げます。



たがレシーブ力の敗戦となった。西尾キャプテンが1年生6
人をまとめる若いチームである。今回の1勝と悔しい敗戦
を、是非次につなげてほしい。

10月2日（水）、小雨交じり 野球部は河南中と対戦した。試合は5回までスコアボー
で少し肌寒さを感じながら、陸 ドに「０」が並ぶ。この「０」にこそ、新チームを伸ばす好材
上競技の新人戦が浜山陸上 料があった。5回の守りの内3回は、1アウトで3塁に走者を
競技場で開催された。陸上部 進められる苦しい展開。そこを踏ん張ったのが、飯塚・中野
が掲げる目標は総合3位以内 のバッテリーと守備陣である。相手のチャンスに三振やフ
の入賞である。それこそ『自分 ライ、内野ゴロに打ち取った。ダブルプレイもあった。6回裏
株』がチームの中で高まらなけ も1アウト3塁。打者が打つと
れば、目標は達成できない。こ 同時に走者がホームに突っ
こ数年、『二中陸上部株』は少 込んだ。打球はキャッチャー
しずつ上昇してきた。そして今 の前で高くはねるピッチャー
回、念願の「女子総合3位」を ゴロ。飯塚君が捕球するが
手にした。男女総合では4位と ホームは間に合わない。そし
届かなかったが、確実に目標 て、1点ビハインドで迎えた
に近づいている。 最終回、待ちに待ったチャン
10月8日（火）からは、サッカ スがやってきた。1アウト3塁

ー、野球、バスケット、剣道、 の得点チャンスである。1スト
卓球、バレー、テニスの試合 ライク後の2球目、監督が選
が行われた。結果の詳細は割 んだのはヒットエンドラン。し
愛するが、出雲地区大会にサ かし、大きく外されバットが空
ッカー、バスケット、剣道、卓 を切った。ホームに向かって
球、テニスがそれぞれ駒を進 走り出したランナーが挟まれ
めた。惜しくも出雲地区大会を る。タッチされまいと懸命に
逃したのは、女子バレー部と 走った。5度6度とボールが
野球部だが、これからに続くプ 行きかい、ついにタッチアウ
レイが随所に見られた。2チー ト。試合後、伊藤監督は「監
ムに焦点を当てる。 督の差が出ました」と言うが、
女子バレー部は、2年生1人、1年生6人の新チームで そんなことは決してない。今

ある。1年生のほとんどは中学校に入ってからバレーを始め 年も粘り強くていいチームが
たという。確かにサーブは力強いとは言えない、相手のコ できそうだ。選手にとって、チ
ートに入れるのがやっとという場面も見られた。初戦の湖陵 ームにとって、次につながる
中戦には敗れたが、続く一中戦では公式戦初白星をつか 好ゲームだったと私は思う。
んだ。二日目の向陽中戦では、接戦に持ち込もうと頑張っ

9月28日（土）、本校
の合唱部と吹奏楽部の
報告演奏会が出雲市民
会館大ホールで開催さ
れた。これは、音楽部が
夏季休業中に行われた
県のコンクールの結果報
告に併せて、地域からの
支援を受けて充実した
活動ができたことへの感
謝の気持ちを表す演奏
会である。今回は、吹奏

楽部 神田部長、合唱部 竹田部長のコメントを紹介す
る。両部は目標としていた「ゴールド金賞」には届かなかっ
たが、各部員が技術を磨き、チーム力で最
後まで頑張った。特に３年生は中学生最後
のコンクールであり、最後の演奏会である。
感謝を込めた演奏会は、観衆を魅了し、盛
大な拍手をいただいた。
ご来場いただきました皆様、そして出雲

二中を支えていただいています全ての皆様
に感謝申し上げます。ありがとうございます。

◎『島根県科学作品展』
・島根県教育研究会長賞 宮嵜結愛さん（1年）
「植物の力を調べる１～植物の力を実際に測定できるか？～」

10月26日（土）、『第36回 ・読売新聞社賞 宮嵜夢太さん（3年）
サンタクララ市長杯中学生英 「自宅庭の雑草のアレロパシー調査への挑戦４
語スピーチコンテスト』が大津 ～植物以外へのアレロパシー効果について～」 ※全国展に出品中
コミュニティセンターで開催さ ◎『ＪＡ共済小・中学生書道コンクール』
れた。参加者は、出雲一中、 ・条幅金賞 川谷実優さん（2年） ＊表彰式：11/16（土）ホテル玉泉
出雲二中、平田中、島大付属 ◎『中学生の税についての作文・習字』 〔作文〕
義務教育学校からの10名で ・広島国税局局長賞 三谷紘平さん（3年）
ある。それぞれが、今思ってい ・島根県知事賞 林那菜子さん（3年） ＊表彰式：後日県庁にて
ることを自らの英語力でまと ・出雲税務署長賞 草竹そらさん（3年）
め、発表した。本校からの出場 ・出雲地区納税貯蓄組合連合会会長賞 大賀るるさん（3年）
者は2名、Tanaka Ameriさん ・公益社団法人出雲法人会会長賞 石原綾乃さん（3年）
は「Through My Experience（私の経験を通して）」と題して ・出雲地区納税貯蓄組合連合会優秀賞広田侑斗さん（3年）
発表し、Konishi Moyuさんは「My Dream（私の夢）」と題し ・全国納税貯蓄組合連合会に上申中 小西萌由さん（3年）
て発表した。私は10人の発表を真剣に視聴したが、論旨 ※全国審査中
の評価には程遠く、態度と論調にうなづいた。英語社会に ※全国納税貯蓄組合連合会感謝状 出雲市立第二中学校
取り残された私には、流ちょうに英語で話す出場者がとて ◎『愛鳥週間用ポスター図案コンクール』
もうらやましくてまぶしく見えた。審査結果は、小西萌由さん ・佳 作 小西萌由さん（3年）
が見事優勝を勝ち取り、優勝盾に名を刻んだ。 ・奨励賞 荒木華那さん（3年）
ここからは各種作品展やコンクールでの入賞者を紹介 ◎『島根県緑化ポスター原画コンクール』

する。「個人株」とともに「二中株」が急上昇。 ・優秀賞「植樹で広がる未来の森林」小西萌由さん（3年）

カントリーコースを9分台で走り切った。区間5位は立派で
である。タスキを受けた妹尾君（3年）、杉原君（2年）、三
島君（3年）、矢田君（1年）も、それぞれ区間一ケタの走り

10月31日（木）、10月下旬とは思えないほどに温かく で、最終区三島君（2年）に8番目でタスキをつないだ。三
爽やかな秋晴れ。背丈ほどに伸びたススキ、その先端の 島君は期待に応える走りだ。2キロ地点で前の走者に追い
赤みかかった白い花穂が風に誘われる。駅伝会場は、三 ついている。二中応援団の「待ってましたコール」が響く。三
瓶山西の原、その裾野に広がるカントリーコース。ここで全 島君の姿は見えないが、間違いなく声援は届いて、勇気を
国大会の切符をかけて健脚を競う。 得たはずだ。姿が見えた。なんと三島君は4番目に姿を現
28チーム（郡市対抗1を含む）の女子選手がスタートラ した。下りで一気に4人を抜き去った。残り100m、さすがに

インについた。10時30分、号砲とともに飛び出した。1区と 消耗は激しい。しかし、最後の力を振り絞る。応援団もゴー
5区は3Km、2区～4区は2Kmの周回コース。最初の800m ルに向かって走る。三島君は区間賞の走りを見せ、チーム
は少し下るもののほぼ平坦、1キロを過ぎたころから上り坂、 を総合4位に引き上げた。
それから2Kmコースは500m上って500m下り、3Kmコース 目標は男女アベック6位以内の入賞。それを上回る女
は、1Km上って1km下る。実にペース配分が難しい。特に 子5位、男子4位である。控え選手もしっかりと選手のサポ
上りをどう攻略するかが各チームの見せ場である。 ートにあたり役割りを果たした。すべての選手がチームのた
1区3Kmには各チームのエースが集う、ここで離されて めに1秒を惜しんで走った。最高潮に盛り上がる。私はその

は上位入賞は難しい。本校は、妹尾さん（1年）がこの厳し 走りと気持ちに大いに感動し、目が潤んだ。来年の目標は
い区間を見事に走り、7位でタスキを渡した。タスキを受け アベック優勝。今年はそのための大きな布石を得た。
た布野さん（1年）、吾郷さん（1年）、そして大賀さん（3年）
がとにかく精一杯に走り、6位でタスキを最終区（エース区
間3Km）の山根さん（3年）につないだ。山根さんは、粘り強
い期待通りの走り、1人を抜いて5位でゴールに飛び込ん
だ。出雲地区駅伝6位からの堂々たる5位入賞である。
続いて、12時30分、男子32チームによるレースが始ま

った。男子は6区間、全てが3Kmの周回である。1Km付近
からの1Kmの上りがエネルギーを奪う。走者の姿は斜面や
ススキに隠れ、皆がかたずを飲んで選手の頭が見えるの
を静かに待つ。私は双眼鏡で二中走者を必死で追った。
エース区間の1区を任されたのは川本君（3年）、3Kmの


