
出雲市立第二中学校 校長室だより第１４号 Ｒ２.３.２４（火） （文責：伊藤成二）
※文責者として私が編集する最終号です。中学生の活動や頑張りをお伝えしてきました。皆様からのご支援に感謝いたし

ます。今後とも二中生の活躍にご支援をお願いします。記事は本校ブログに掲載したものを再編集しています。

『自分株』を磨き、『学校株』を高める（第１４話）
送ることばを務めた市川さんは、「不安と戸惑いで

いっぱいだった私たちを温かく迎えてくださいました。
「美しい花には適度な雨 …。常に私たちのお手本として何事にも一生懸命に

が欠かせません。本日の天 取り組んでこられたみなさんは、私たちにかけがえの
候は、きっとみなさんに祝福 ないものを残してくださいました。…。ひたむきに努力
の花を贈るためのものでしょ することの大切さ、そして仲間を思いやることの大切
う。」、これは在校生代表の さなどたくさんのことを教えてくださいました。」と一緒
市川結さんの冒頭の言葉 に過ごしお世話になった2年間を振り返った。
だ。 卒業生を代表したのは高橋幸村さん。一年生の松
体育館の中は、例年と異 江自主研修、二年生の修学旅行を通しての学びと

なり椅子はゆとりの配列であ 成長していく個と集団を言葉にした。特に修学旅行
る。新型ウイルスの感染対 は台風に見舞われ日程変更やコース変更を余儀な
策で来賓の臨席を取 りや くされた。「この時もおかれた状況の中でやれることを
め、在校生も臨時休業とし 精一杯やる、その中で楽しむということをしていた。」
た。卒業生と保護者、そして と告げた。そして、リーダーと
教職員による式である。時 なって学校を引っ張っていく
間短縮の要請もあって、卒 三年生。体育祭では「僕自
業生が整列した状態からの 身、始めは「勝利」することに
式の開始としていたが、卒 こだわり過ぎていました。しか
業生の入場とともに拍手が し、準備を重ねるにつれて、
沸き起こり、会場は温かな 勝利することよりも、「この仲
雰囲気に包まれた。 間で体育祭を楽しみたい」と
9時53分、予定よりも早い いう気持ちの方が強くなりまし

開会である。「君が代」はマ た。」と話した。さらに、文化
スク着用のため歌詞付き演 祭や部活動を振り返りながら
奏となった。卒業証書授与 仲間や在校生、いつも近くで
では、いつも以上に担任の 支えてくれた家族への感謝
呼名が力強く、それに応える へと続き、「それぞれの夢の
卒業生の声が体育館に響い 実現に向かって頑張り続ける
た。そして、卒業生を代表し ことを誓います。」と別れのこ
た本田実怜さんが卒業証書 とばを締めくくった。
を受け取った。 最後の校歌もマスク着用
校長式辞では、「みなさ である。ここだけは寂しさをひ

んは今この場で見せる姿そ しと感じたが、「卒業生退場」
のものに、あらゆる場面で精 では教職員がステージ下や
一杯の頑張りとパフォーマン 花道に整列して卒業生を温
スを見せてくれました。…。 かく見送った。参加者全ての
みなさんの頑張りの一つ一 心に感動的な卒業式のペー
つがこの汗（3つの汗）であ ジが刻まれたと思う。
り、『自分株』や『学校株』に 式後は、教室に戻っての
つながっています。汗は信用 最終学活である。担任から
を勝ち取る最大の武器とい 一人一人に卒業証書が手
えます。…卒業生のみなさ 渡され、その度に大きな拍
んが「感謝」という二文字を 手が沸き起こった。卒業生

胸に刻んで、4月から始まる新たな挑戦に力強く踏み が新たなステージで頑張っ
出してくれることを期待して、式辞といたします。」とは てくれることを大いに期待し
なむけの言葉を述べた。 たい。

一緒に街づくりをしましょう。」と

伝えていただいた。

24日（金）、一畑電鉄を使っ

1年生は、キャリア教育の一環と てのフィールドワークである。班

して「ふるさと出雲のよさ」をグルー ごとに事前にお願いしたお店等

プで模造紙にまとめて発表するポ に伺って、見学とインタビューを

スターセッションに挑戦した。 行った。座学でなくフィールドワ

最初に行ったのは学習ガイダン ークでの学びは、その後のポス

ス「ふるさと出雲のよさを考える」 ター作製へとつながる。

活動である。 30日（木）、出雲商工会議所

1月21日（火）、大社門前町若 から6名の講師をお招きして、そ

者会会長の渡部稔（ディオッサ出 れぞれの職業観について深くお

雲FC理事長）さんにご来校いただ 話しいただいた。

いた。その中で、出雲大社とその そして、レポート作成とポスタ

門前町の中心となる神門通りは昭 ー作製を終えて、2月12日（水）

和48年頃はとっても賑やかで隆 体育館でポスターセッションを

盛期を迎えていた。しかし、観光 行った。ポスターセッションは、

客の減少とともに神門通りから人 発表グループと聞き手グループ

影が減り、JR大社線の廃止（平成 に分かれて、聞き手グループは

2年）によって衰退が一層進んだ。 興味や関心のあるグループの

息を吹き返したのは出雲大社の6 前で説明を聞いた上で質疑を

0年に一度となる大遷宮である。 行う。

全国的にも脚光を浴びて観光客 生徒にとっては新しい手法で

の増加へとつながった。ただ、遷 の学習であるが、実践的な学

宮での勢いを絶やさないために大 習によって、ふるさと出雲のよさ

社町門前町会が発足し、憧れの を体感したことと思う。

街づくりに取り組んでいる。「是非、

藤先生は、 田一子さんの「ひらがな日記」を示し
ながら差別の不合理さを確認した。最初はきょとん
とした表情の生徒が多かったが、記憶をたどって「思

２月１３日（木）、出雲市同 い出した」と言わんばかりに表情が和らいだ。これで
和教育啓発指導員の林先生 本時の学習目的が明確化された。
の学校訪問にあわせて、人権 今では当たり前のように思える「教科書の無償配
・同和教育授業研究会を開 付」である。しかし、かつては教科書をそれぞれの家
催した。 庭が買っていて、兄弟姉妹も多くて家計を圧迫し、
この日は、授業対象クラス 買ってもらえなかったりお古で我慢したりする子ども

となった1年2組を除く全ての も多かった。そこで、「新しい教科書をもたせてやり
生徒が5時間授業で下校し、6 たい」「学校で勉強させてやりたい」という親の切な
時間目に全教員参加による る願いから、教科書無償化運動が始まった。この運
研究授業、その後授業研究を 動の推進役となったメンバーやそれを支えた多くの
行った。 市民の思いと葛藤、さらには行政との折衝など、そ
主題を「差別のない社会の の紆余曲折に学ぶべきところは多い。今も生徒が持

実現をめざして～教科書無償 つ全ての教科書には「この教科書は、これからの日
化運動を通して～」として、担 本を担う皆さんへの期待をこめ、税金によって無償
任の佐藤先生が授業を公開し で支給されています。大切に使いましょう。」と記され
た。指導案と授業実践は、一 ている。本授業は生徒も本当によく考え、たくさんの
年部及び社会科部の教員が 意見を発表した。
チームで練り上げ、全てのクラ 授業後は、教員が6つのグループに分かれて授
スで授業実践、その総仕上げ 業研究を行った。林指導員からは、「全教員が参加
がこの日の授業となった。林 しての研修に大きな意義がある。組織的に授業が

指導員からは、まず指導案の質の高さが好評価された。 計画・実施されていて、大変有意義な研修となっ
授業は小学校での既習内容の想起から始まった。佐 た。」と評価いただいた。



私事ではありますが、令和2年3月31
日を最終日として教職38年間を終えま

す。長かったはずなのですが、振り返ると一瞬の出来事のよ
うです。
最終年となる今年度は、私にとっても多くのチャレンジの

日々でした。一番のチャレンジは、出雲市中学校長会の会
長を引き受けたことです。これまでの私は「できることならば
…」と役職を辞退してきたのですが、「３C（Chance好機、Ch
allenge挑戦、Change変容）」や「３つの汗（体にかく汗、頭に
かく汗、心にかく汗）」を子どもたちに提唱してきた私は、ここ
一番挑戦することを決意しました。
挑戦には失敗がつきもので、しばしば同僚からお叱りを受

けました。しかし、私の未熟さを助けてくれるたのもまた同僚
でした。日々たくさんの学びを得て、私は大きく経験値を上
げられたと思います。そして昨秋、これまでの校長職10年の
集大成となる発表を、全日本中学校長会研究協議会（群
馬大会）1,800人の前で行いました。これは私にとって最大
の挑戦となりました。
令和2年1月28日（火）、私は「文部科学大臣教育者表

彰」をいただきました。これは、これまでの果敢な挑戦への
証明書と思っています。そして、この挑戦を支えてくれたの
は多くの同志であり、受賞は同志のお陰と感謝するばかりで
す。ご褒美は、皇居での天皇皇后両陛下との対面と後日
送られてきた銀杯でした。
定年退職を迎えるこの日まで支え育てていただきました

全ての皆様に深く感謝申しあげます。そして、地域の皆様か
らいただきましたご支援とご鞭撻に感謝いたします。皆様の
ご健康とご多幸、地域と第二中学校の益々のご発展をお
祈りいたしまして編集後記といたします。

＜４月＞
1日（水） 学年始め休業日～7日
8日（水） 着任式・始業式
9日（木） 入学式 弁当（給食なし）
10日（金） 給食開始

新入生歓迎式・部活動説明会
13日（月） 身体測定
14日（火） 学級委員任命式
16日（木） 学力・学習状況調査、新入生テスト

3年：第1回習熟度テスト
19日（日） しまね家庭の日
23日（木） 内科検診（3年）
29日（水） 昭和の日
30日（木） 心電図検査（1年）

＜５月＞
1日（金） 体力テスト、生徒総会
3日（日） 憲法記念日
4日（月） みどりの日
5日（火） こどもの日
6日（水） 振替休日
7日（木） 耳鼻科検診（全学年）
10日（日） 出校日、弁当

講演会、PTA総会、学年PTA
中間テスト発表

11日（月） 振替休日
12日（火） 衣替え移行期間～6/5

出雲地区サッカー・ソフトテニス～13日
14日（木） 眼科検診（全学年）
15日（金） さわやかｺﾝｻｰﾄ（浜山中）合唱部出演
16日（土） 出雲地区陸上（松江）
17日（日） しまね家庭の日

テスト前部活動休止～19日
20日（水） 中間テスト、部活動休止日
21日（木） 検尿（予備日：22日、28日）
22日（金） 専門委員会
27日（水） 2年：科学館学習～28日
29日（金） 壮行式、英語検定

＜６月＞
2日（火） 市総体（体操）
4日（木） 内科検診（1年）
5日（金） 内科検診（2年）
6日（土） 出雲地区吹奏楽祭（市民会館）
8日（月） 衣替え完全実施
9日（火） 市総体～11日
12日（金） 期末テスト発表
14日（日） 県合唱祭（グラントワ）
16日（火） 市総体（陸上）、テスト前部活動休止
18日（木） 歯科検診①
21日（日） しまね家庭の日
23日（火） 期末テスト～24日
24日（水） 防犯教室
25日（木） 3年：進路先説明会
26日（金） 市総体（水泳・県立プール）

【桑原尚志先生】 【勝部義熙先生】 【三浦雄一郎主任】
＜主幹教諭に昇任し、大東 ＜三刀屋中学校に転任＞ ＜みなみ小学校に異動＞
中に転任＞ 本校勤務3年、3年担任、保 本校勤務3年、主任として学校

【伊藤成二校長】 本校勤務1年、1年主任、社 健体育、剣道部を指導。 経営を経理面から支える。
＜定年退職＞ 会科、サッカー部を指導。 今年度は生徒会主任を務め、 プリント1枚から学校備品や部
教職生活最終の2年 情熱を前面に出した指導は、 体育祭や文化祭を成功に導 活動消耗品などに尽力。集金
間を二中で飾ることが 学校の意識改革を推進。 く。 業務もお世話になりました。
できました。深く感謝 【五十殿和彦先生】 【山本ｿﾚﾝｾﾝ貴子先生】 【村上由佳先生】
いたします。 ＜加茂中学校に転任＞ ＜第三中学校に異動＞ ＜柿木中学校に異動＞

本校勤務5年、1年副担任、 本校勤務5年、日本語指導、 本校勤務1年、保健体育、2年
【村上隆正先生】 美術・技術科、パソコン部を 3年副担任、美術部。 副担任、体操部を指導。
＜定年退職＞ 指導。学校の施設管理や避 外国にルーツをもつ生徒の生 専門外の体操部を外部コーチ
本校勤務6年、理科、 難訓練など生徒の安全確保 活支援と日本語指導に尽 と共に指導。昼休憩はグランド
サッカー部、研究主 に尽力。 力。 でサッカーに仲間入り。
任としてお世話になり 【兼本里美先生】 【田中慶子先生】 【篠原健二先生】
ました。 ＜河南中学校若松分校に異 ＜斐川西中学校に異動＞ ＜平田中学校に異動＞
R2年度も二中でお世 動＞本校勤務 4年 、 3年主 本校勤務1年、国語、3年副 本校勤務1年、2年生理科
話になります。 任、生徒指導主事、数学、テ 担任、吹奏楽部。 非常勤講師として2年生理科を

ニス部を指導。上記主任、主 3年生の卒業アルバム作成を お願いしました。超過勤務を強
【山﨑雅彦先生】 事を連続して兼務するなど学 担当。 いる毎日で感謝します。
＜定年退職＞ 校を牽引。 【山根健人先生】 【ローラ ペイン先生】
本校勤務5年、保健 【周藤紗和子先生】 ＜採用試験合格、第三中学 ＜アメリカに帰国、大学院で教
体育、最終の2年間は ＜赤来中学校に転任＞ 校で採用＞ 育学を学ぶ＞
初任研拠点校指導 本校勤務7年、特別支援学 本校勤務1年（+1年）、社会、 外国語指導助手（ALT）として
員を務めました。ありが 級副担任、英語、水泳部を 2年副担任、サッカー部。生 約2年間お世話になりました。ア
とうございました。 指導。人権・同和教育推進 徒にとって近い存在で良き相 メリカで国語（英語）の先生を

者として尽力。 談者として尽力。 目ざします。

2月16日（日）、山陰中央新

報製作センター「しんぶん学

聞館」（斐川町）において、『第

8回しまね小中学生新聞コンクール表彰式』が開催さ

れた。本校は『学校賞』を受賞した。

8回目を迎えた新聞コンクールは、参加校196校、

応募数10,136点を数える。本校は、学年ごとに1年生

「松江研修」、2年生「修学旅行」、3年生「職場体験学

習」をテーマに新聞作成を行った（文化祭で展示）。特

に初めての製作となる1年生は、事前に新報社から講

師を招いて記事の書き方について学習した。新聞製作

への取組は、取材活動（情報の収集）から始まり、レイ

アウト、校正と生徒にとっても学習場面が多く、新聞の

読み方と活用へとつながる。今回、個人賞は逃した

が、学校全体での取り組みが

『学校賞』をもたらした。実に嬉

しい。次年度のさらなる取組を

期待したい。副賞で頂いた図

書券で購入した

図書は 、早速 、

図書室の棚に並んだ。

本校のヘルパーとして図書室整備にも

ご尽力いただいた山下真弓さんが辞職さ

れました。報告に併せ感謝いたします。

2月27日（木）、安倍内閣総理大臣から「全国の小・
中・高等学校に休校措置をお願いしたい」という異例の
要請が出された。全国民は驚きをもって受け止めた
が、それ以上に新型コロナウイルスの脅威に不安を抱
いた。北海道では感染者の拡大によって「非常事態宣
言」が出され、国も非常事態宣言発令に係る法整備を
進めている。
島根県は、「全ての県立学校を3月2日（月）から休

校」という報が流れたが取り消された。先の見えない恐
怖に教育界は大いに混乱、経済界はじわじわと影響が
拡大している。
また、出雲市は2月28日（金）に「当面、通常通りの

学校運営を行う」こととし、「学校運営上の配慮事項」
と「児童生徒及び保護者への指導等について」が示さ
れた。学校に通う子どもたち（児童生徒）は日常が奪わ
れなかったことへの喜びが、保護者は休校にともなう
負担が回避できたことへの安堵が感じられた。部活動
は、土日祝日は往来の感染リスクを回避するため中止
とした。「この措置を英断」と言う者もいるが、全国99%
の中学校が休校している現実を思うと心中は穏やかで
はない。
11日（水）、平田高校が出場を決めていた春のセン

バツ高校野球が中止となった。さらに、WHO事務局長
からはパンデミック（世界的大流行）宣言が出された。
いずれにせよ国難、地球規模の重大事態であり、全国
民にこの事態を乗り切るための努力が求められている。
国民の一人として、感染予防に全力で取り組みたい。


