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今年のテーマは「基礎学力の向上と表現力の育成」
希望に満ちた平成27年度が始まりました。お子様のご入学・ご進級、おめでと

うございます。

入学した１年生や新しい学年に進級した生徒たちは、喜びにあふれ、新たな出会

いや新しい学習の始まり、新年度のスタートに心を躍らせていることと思います。

嶺北中学校の校長を務めています大谷俊彦と申します。４年目になります。学校

便り「さくら」を通じまして、できる限り情報発信に努め、学校の様子や生徒の活

躍ぶりを地域や保護者の皆様にお伝えしていきたいと考えております。どうかよろ

しくお願いいたします。

今年度の嶺北中学校のテーマは「基礎学力の向上と表現力の育成」です。今後、自分の夢を実現していくた

めには、必ず学力が求められてきます。学力に加えて、嶺北中学校の生徒には、相手や場面、状況を考え、そ

うした場にふさわしい話し方や表現方法で、自信をもって自分の思いや考えを伝えることができる「一流の表

現力」を身につけてほしいと考えています。

中学３年生は残り約340日、２年生は約700日、１年生は約1060日の中学校生活です。毎日の授業、学

習、部活動、友達とのかかわりなど、その一つ一つを大切にしてほしいと思います。そして、当たり前のこと

が当たり前にできるよう「凡事徹底（ぼんじてってい）」に努めていきましょう。

新しい１年生14名を迎え、全校生徒66名での出発です。保護者の皆様に信頼されるよう、心新たに教職員

一同励んでまいります。ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

平成27年度学校組織 ４月からの主な行事予定

日 曜 行 事 予 定

７ 火 始業式・入学式

８ 水 給食開始、学力検査、中高対面式・部活動紹介

９ 木 学力検査

10 金 集合写真撮影・身体測定

校 長 大谷 俊彦 11 土 参観日、PTA総会、歓送迎会

教 頭 豊永 浩幸 14 火 尿検査

指導教諭 濱田 淳一 15 水 家庭訪問、交通安全教室

担任 岡 美和 16 木 家庭訪問

１年 副担 濱田 淳一
17 金

町内教職員研修会（生徒は５限後放課）

学主 小島 義雄 心臓検診

担任 橋詰 美和 18 土 香長地区バレーボール春季大会

２年 副担 川端 麻里湖 19 日 香長地区バレーボール春季大会、兼山廟大祭（吹奏楽部）

学主 時久 崇 20 月 家庭訪問

担任 德弘 美子 21 火 全国学力・学習状況調査（３年）

３年 副担 吉本 慶子・ 田内 南央 22 水 １年コミュニケーションキャンプ（室戸）～24日まで

学主 鍋島 史子 25 土 県ソフトボール春季大会

絆 臼杵 典昭 26 日 県ソフトボール春季大会、県剣道春季大会

輝 秦泉寺 優 28 火 耳鼻科検診

養護教諭 近藤 あゆみ（押岡美香※） 29 水 昭和の日

栄養教諭 岡林 春名（澳本由佳※） 30 木 新歓ピクニック

総括主任 石田 裕一 １ 金 代休（４月11日）

主 事 大藪 雅子 ２ 土 県バドミントン春季大会

支援員 島村 博仁 ３ 日 県バドミントン春季大会

用務員 山本 公子

ＡＬＴ アンジェリカ・ファーガソン

※本務者は育児休業中です。
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「嶺北スピリット」の定着を目指します。
入学式でもお話ししましたが、今年も継続して、「嶺北スピリット」を

学校スローガンに掲げ、全校一丸となって取り組みを進めていきます。

○れ（礼儀）…あいさつ、マナー、服装、言葉遣い

○い（意欲）…学習意欲、積極性、チャレンジ

○ほ（奉仕）…思いやり、優しさ、気遣い、郷土愛、ボランティア

○く（工夫）…アイデア、発想、新しいやり方

始業式の話 「一流の学校を目指そう！」

いよいよ今日から平成27年度がスタートします。新２年生、新３年生に進

級された皆さん、進級おめでとうございます。

この４月は、学校や役所をはじめいろいろな所がスタートする月です。そ

して新学期は、決意や希望が高まるときでもあります。

入学式には、新しい１年生が入ってきます。みんなで、「嶺北中学校へよう

こそ」という温かく優しい気持ちで、そして最高の笑顔で迎えてほしいと思

います。

まず、新２年生の皆さんにお話します。中学校において２年生は、上には

３年生、下には１年生の間に挟まれて、窮屈な学年と思っているかもしれま

せんが、実はとても大事な学年です。いわば嶺北中学校のへそ・中心なのです。嶺北中学校のさまざまな活

動に全力で挑戦してください。また、１年生の面倒を見てあげてください。皆さんもそうだったように１年

生はいくつかの不安を持って中学校生活をスタートします。２年生の皆さんの優しい教えを期待しています。

次に義務教育最後の年になる３年生の皆さんにお話します。年齢も１５歳になり、昔の武士の時代では「元

服」と言って大人と同じ扱いになりました。つまり今の「成人式」のようなものです。大人とこどもの違い

は何かと考えたとき、よく言われるのが自分の行動に責任を持つのが大人だと言われています。自覚ある行

動、責任ある行動、嶺北中学校の顔として誇りある行動を期待しています。

３月の終業式に、「飾り言葉のついた夢」という話をしました。学年の初めに当たり、どんな３年生にな

るのか、どんな２年生になるのかという、飾り言葉を付けた目標を立ててほしいと思います。

今年度の嶺北中学校のテーマは、「基礎学力の向上」と「表現力の育成」です。夢を現実のものにするた

めには、学力が求められてきます。毎日の授業を大切に学力の向上を目指して努力してほしいと思います。

また、「表現力」では、相手や場面、状況を考え、そうした場にふさわしい話し方や表現方法で、自信をも

って自分の思いや考えを伝えることができる「一流」の表現力を身につけてほしいと思います。

最後に、星野富弘さんのことをお話しします。星野さんは、中学校の保健体育の先生になりました。着任

して二か月後、器械体操の部活中に模範演技をしていたとき、落下して頸髄損傷

という重傷を負い、首から下の運動機能を失いました。入院中から、口に筆をく

わえて詩を書いたり絵を描いたりし始め、現在も詩人・画家として活躍されてい

ます。星野さんは、ご自身の本の中で、「大きなけがをした後に思うことは、血液

型が違うように、人はそれぞれ速さの違う時計を持っているような気がする。父

からもらった私の時計は、少しゆっくり動いているのだと思う。」と話されていま

す。私も、「速さの違う時計」については、そのとおりだと思っています。人それ

ぞれの生活や考え方、成長の度合いや生活環境も違います。その中で、自分の速

さの時計を持ちながら生活しているのです。一人一人、それぞれできることやで

きないことに違いがあります。男と女、大人と子ども、青年とお年寄り、勉強の

得意な人と苦手な人、運動が得意な人と不得手な人、歌が上手な人と不得手な人

など、いろいろな人がいます。それは、個性であり、特性であり、人間としての

価値を決めるものではありません。本校では、一人一人の特性に応じた教育を進めるため「絆」と「輝」の

二つの特別支援学級を設置し支援してまいります。

昨年度は、金子みすずさんのお話を紹介しましたが、「みんな違ってみんないい」のです。

私たち嶺北中学校は人数では66人、５学級の小さな学校ですが、考え方や思い、行動力や活動ではどこに

も負けない「一流」の学校をめざしましょう。先生方と一緒に今年一年がんばっていきましょう。よろしく

お願いします。
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松下幸之助さんの名言から学ぶ①

他人と比較をして劣っているといっても、決して恥ずることではない。
けれども、去年の自分と今年の自分とを比較して、もしも今年が劣っているとしたら、
それこそ恥ずべきことである。 ～ 松下幸之助 ～

この言葉は、日本を代表する電機メーカー「パナソニック」(旧松下電器)を一代で築き上げた経営者であり、
「経営の神様」とも称されている松下幸之助さんの言葉です。
空を自由に飛ぶ鳥を見て、「自分は空を飛べないダメな人間だ」とは思わないのですが、比べる相手が人間

となると、つい他人と比較したくなるものです。
人は誰も持って生まれたものがあって、それぞれ得意、不得意があります。足が速い人や歌が上手い人、計

算が得意な人・・・など、与えられているものは人によって違っています。また、生まれた環境、育った環境
がそれぞれ違うので、能力を他人と比べることは意味が無いことがほとんどです。
しかし、自分自身の成長は比べることができます。松下幸之助さんは、「去年の自分と比較して・・・」と

言っていますが、昨年の自分と比較してどうでしょうか？昨年の自分よりも成長しているでしょうか？
私は、「気づき＝成長」と思っています。自分の不十分な部分に気づき、その不足を補うために学んでいく

ことが大切なのです。そうしなければ、人としての成長は望めませんし、昨年の自分、昨日の自分からの成長
もありません。漢字一つでも、英単語一つでも・・・毎日の積み重ねが大きな成長となるのです。

「新歓ピクニック」に行ってきました！
４月30日の４～６時間目を使って「新歓ピクニック」を実施しました。
天気が心配されたのですが、日ごろの生徒たちの行いが良いため、快晴とまではいか

なかったのですが暑くもなく、絶好のピクニック日和に恵まれました。
到着後は、早速、教職員も混じっての縦割り班でのゲームで交流。
次は、楽しみにしていたランチタイム。野外で開放感いっぱいのおいしい昼食をいた

だきました。
昼食後は、生徒会が用意したクイズ大会や「だるまさんが転んだ」などで大いに盛り上がりました。
クイズ大会では、「田内先生の奥さんの名前は？」「教頭先生の小学１年生の時の担任の先生の名前は？」

などといったマニアックなクイズに苦戦するグループが多く、珍回答が続出。
生徒会執行部の企画力・行動力に感謝するとともに、今後も皆さんの力でこうした新しい行事を企画・成功

させ、これからの嶺北中を築き上げていってくれる力に期待しています。

土長南国支部体育大会 応援お願いします。
５月1６日（土）に、土佐・長岡郡南国市中学校体育大会が開催されます。

【ソフトボールの部】会場 大豊町中学校 試合開始 10時 嶺北中 対 北陵中・大豊町中
【バドミントンの部】会場 大豊町中学校 試合開始 ９時

男女団体戦（嶺北中・大豊町中・香長中・大川中のトーナメント戦）
男女ダブルス、男女シングルス（トーナメント戦）

【剣道の部】 会場 三和スポーツ交流センター 試合開始 ９時（トーナメント戦）
【バレーボールの部】会場 香長中学校 試合開始 ９時45分

予選リーグ（嶺北中・香長中・土佐町中）
決勝トーナメント（予選上位２チーム）
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松下幸之助さんの名言から学ぶ②

何としても二階に上がりたい、どうしても二階に上がろう。この熱意がハシゴを
思いつかせ、 階段を作りあげる。上がっても上がらなくてもと考えている人の頭か
らは、ハシゴは生まれない。 ～ 松下幸之助 ～

この言葉も、前回紹介した経営の神様と言われる松下電器の創始者、松下幸之助さんの言葉です。
松下さんは、いかに才能や知識があっても、熱意がなければ成功はなく、熱意があれば、それを何とかやり

とげようとする知恵が生まれ、また、周囲の人々はそれを見て協力してくれると考えていました。
熱意をもつということは、一生懸命になるということで、懸命に努力するということです。スポーツの世界、

音楽や芸術の世界、技術の世界など、どの分野でも、一流といわれる人は、人に見えないところで必死に努力
をしていて、自らの地位を勝ちとっているのです。まさに熱意の賜（たまもの）です。
皆さんは、普段の生活のなかで、すぐに「できない」と諦めていることはありませんか？「できない」では

なくしかし、「どうすればできるか？」と考えることで、松下さんが言っている「ハシゴ」が生まれるのでは
ないでしょうか？

浦臼中学校３年生 修学旅行で本校を訪問
５月1２日に、本山町の友好町である浦臼中学校が修学旅行で本校

に来校しました。
昨年から、両中学校が修学旅行でお互いの学校を訪問するという一

歩進んだ形での学校交流ができるようになりました。中学３年生は７
か月ぶりの再会です。

最初の１時間は、生徒会主催の全校での学校交流。生徒会長の佐古

田暁人くんの歓迎挨拶の後、浦臼中学校から「浦臼町の紹介」と「浦

臼中学校の紹介」のプレゼンテーションを行いました。その後は、両

中学校の生徒が入り交じっての「○×クイズ大会」や「大縄跳び大会」

を行い、交流を深めました。

次の１時間は、３年生同士でのスポーツ交流。両中学校混合チーム

でのドッヂボールでしたが、各チームで声を掛け合ったり作戦を立て

たりと、協力する姿が随所に見られました。

最後に、体育館で両校３年生全員で記念写真を撮りました。今回の

再会で、浦臼中学校との友情の輪がますます深まったように感じられ

ました。

２年生は、９月30日に、修学旅行で浦臼中学校を訪れる予定です。

嶺北中学校のテーマである「一流の表現力」が試されます。しっかり

準備をして修学旅行に臨みましょう。

【浦臼中学校の生徒さんからのお礼状】

○大変お世話になりました。久しぶりに嶺北中学校の皆さんと会うこと

ができ、とてもうれしかったです。レクがとても楽しかったです。ま

た、ドッヂボールもとても上手ですごいと思いました。嶺北中で一番

すごいと思ったのは生徒会長さんです。○×クイズで、浦臼中の生徒

が全滅したときの進行の判断力や、みんなからの信頼度がすごいと思

いました。また会えることを楽しみにしています。（男子）

○嶺北中学校に訪問して、皆さんと会って、一緒にレクをして、たくさ

ん話せたのでとてもうれしかったです。大縄跳びは、浦臼中学校の生

徒はほとんど経験がなく少し不安でしたが、同じチームの人が「頑張れ」と励ましてくれたので跳べる

ようになりました。うまく馴染めない私に話しかけてくれてありがとうございました。また、国語の先

生が私のことを覚えてくれていたこともうれしかったです。嶺北中学校の皆さんと楽しい時間を過ごせ

て、またいつか会えたらいいなと思いました。（女子）

○１年ぶりに再会して、何だか懐かしいような、初めて会ったような新鮮な気持ちになりました。ドッヂ

ボールでは、すごいスピードに恐怖も感じたのですが、迫力があっておもしろかったです。楽しい時間

をありがとうございました。また会えることを楽しみにしています。（女子）
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あなたの「挨拶」のレベルは？
嶺北中学校生徒会では、今年「一流の挨拶」に取り組んでいます。
今年は、朝の学活において、「おはようございます」「こんにちは」「さよ

うなら」と、各クラスから大きな声が響いています。学校全体で「挨拶」
を良くしようという意欲が伝わってきます。
以前の学校通信でも書きましたが、「挨拶」という字には、どういう意味

があるか知っていますか？挨拶の「挨」という字には「心をおす」という
意味があり、「拶」は「心にせまる、心に近づく」という意味があります。
つまり、挨拶を交わすことによって、お互いの心を開き、心を通い合わせ
るというのが「挨拶」という言葉の本来の意味になります。挨拶によって、
お互いの距離を縮めることができるし、挨拶は、人間関係を滑らかにする
「潤滑油」のような役目もしています。また、挨拶は、人と初めて接する
とき、その人の第一印象を決めてしまうくらい大きな力を持っています。

最近、朝、校長室の前で自分から立ち止まり、大きな声で「おはようございます」と一流で気持ちのいい挨

拶をしてくれる生徒に出会いますが、まだまだ少数です。「凡事一流」を目指すには、一人一人が「一流の挨

拶をするんだ」という強い意識を持つことが大切なのではないでしょうか？

６月22日には、県内の先生方を招いて、公開授業研修会が開催されました。また今年は、「探究的な授業づ

くり」の研究指定を受けている関係上、外部の方がたくさん本校に来られます。そうした時の、皆さん一人一

人の「挨拶」は、初めて来られる方にとって、嶺北中学校の第一印象として心に刻まれるのです。

学校のパンフレットでも示しているように、嶺北中学校は、キャリア教育を推進していて「社会人基礎力」

の育成に重点を置いています。また、「嶺北スピリット」でも、「礼儀」として第一に掲げています。「挨拶」

は社会人としての、最低限のマナーです。これから、３年生は「サニーマート研修」、２年生は「修学旅行」、

１年生は「福祉体験」等で、地域や外部の方と接する機会が多くなってきます。生徒会の「かけ声」だけで終

わるのではなく、「一流の挨拶」ができる学校を本気で目指してみませんか？

外部の方から、「嶺北中の挨拶は一流やね」という声が届くことを期待しています。

【学校便り№５返信欄】 氏名（ ）

一流の挨拶を目指そう！

一 流
人に会ったら ①自分から ②立ち止まり ③頭を下げ

④笑顔で ⑤相手に伝わる声で 挨拶できる。

人に会ったら ①自分から ②頭を下げ
③相手に伝わる声で 挨拶できる。

人に会ったら ①自分から ②頭を下げ 挨拶できる。

レベル４

レベル３

レベル２ 人に会ったら ①自分から 挨拶できる。

レベル１ 人に会ったら ①頭は下げる が何も言わない。

レベル０ 人に会っても ①挨拶しない。
②先に挨拶されてからでないと挨拶しない。

マイナス 挨拶されても ①挨拶を返さない。無視する。
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終業式の話・・・「至誠を貫く」（吉田松陰）
江戸時代末期、長州（現在の山口県）の片田舎、萩で松下村塾という学校を創っ

た吉田松陰という人がいます。その間、わずか１年１か月でしたが、79人の若者
がそこで学びました。門下生には高杉晋作、桂小五郎をはじめ、伊藤博文や山県有
朋といった明治時代の総理大臣を務めた人もいます。
松下村塾で松陰が若者に教えたこととは何でしょう。それは、「お前は何のため

に生まれてきたのか」「お前の生まれてきた役割は何か」という問に対して、自分

自身で答えを出させることだったのです。ある若者が「世の中に生まれてきた役割

っていっても私にはわかりません。」と言うと、吉田松陰は「至誠を貫きなさい。

至誠とは、普段やらなければいけないことを、真剣に本気で、誠意をもってやるこ

とです。玄関の掃除、鳥のエサやり・・・そういうことを真剣にやりなさい。そう

すればいつか自分の役割が必ずわかるようになる」と教えたそうです。

中学生の皆さんに当てはめると、心を込めて挨拶をするとか、時間を守るとか、

授業を真剣に受けるとか、人の話をしっかり聞く、といったことに当たると思いま

す。言い換えると「至誠を貫く」とは、その時その時に与えられたことに本気で取

り組むということです。

この「至誠を貫く」ことを実践した人がいます。フランス料理の第一人者、三國清三（きよみ）さんの生き

方を記した本で読んだ話を紹介します。三國氏は､昭和29年に北海道のまずしい漁師の家に生まれました。そ

して、昭和44年、15歳の時に北海道でナンバーワンといわれる札幌グランドホテルの厨房に入りました。三

國氏には、料理の才能があったのでしょう。数年働いただけで､若くして花形シェフになりました。しかし、

三國氏は志が高く料理の頂点を極めようと、当時、日本一のホテルである帝国ホテルに入りました。帝国ホテ

ルのその当時の総料理長は村上信夫氏で、フランス料理界では､日本一と言われた方でした。三國氏は、初日

に村上氏から「鍋でも洗ってもらおうか」と言われました。三國氏にしてみれば、「俺は札幌グランドホテル

で人気のシェフだぞ」というプライドもあり「俺に鍋洗いをさせるとは､どういうことだ」とムカッとなった

そうです。しかし、さすが三國氏は「それなら三國の鍋洗いを見せてやろう」と思

い直し、その日は徹夜で､鍋の取っ手のネジまではずし､キレイに磨き上げたそうで

す。翌朝、それを見て村上総料理長は、三國氏に「きれいに洗えたね」と言いまし

た。そこで、三國氏は、「今日は何をさせていただけますか？」と聞いたところ、総

料理長は「そうだなあ。鍋でも洗ってもらおうか」と言ったそうです。そしてなん

と、このあと三國氏は２年間もの間、鍋洗いをし続けたそうです。もちろんとても

悔しかったと思いますが、三國氏の偉いところは､その時に「鍋洗いなんて・・・」

と手を抜くようなことはせず、「そんなことを言うなら俺の鍋洗いを見せてやる」と

来る日も来る日も鍋をピカピカに磨き続けたそうです。しかし、さすがに２年もの

間、鍋洗いだけでは料理の腕は上がらないと思い、やめさせてもらう覚悟を決めま

した。そんな時、総料理長から呼び出され、「来月から､スイスの日本大使館公邸の

料理長をやってもらおう」と言われました。これは大変な抜擢で、鍋洗いしかして

なくて、２０歳の三國氏がそのような大役につくことを周囲の人は猛反対しました。（当時、帝国ホテルの厨

房には６００人以上の料理人がいました。）その時、村上総料理長は、「鍋洗い一つ見れば､その人の人格が分

かる。技術は人格の上に成り立つものだから、あいつだったら間違いない」と言ったそうです。三國氏は､日

頃から「料理道具がキレイでなければ､気持ちよく料理はできないし、いい料理なんてできない」という信念

を持っていました。だから、誰よりも鍋をキレイに磨き上げないと気が済まなかったのです。

この話は、「至誠をもって事に当たることの大切さ」を教えてくれています。

嶺北中学校では、４年前から「凡事徹底」を合い言葉に取り組んでいます。清掃やあいさつ、授業に真剣に

臨むといったことは、生徒の皆さんには当たり前のことです。日常の当たり前のことを、一生懸命に本気で至

誠を持ってやり続けること（凡事徹底）が、「凡事一流」につながります。

「至誠を貫く」ためにも、長期の休みを利用して、「心」の部分を鍛えてほしいと願っています。

県体 応援よろしくお願いします。
○７月18日（土） ソフトボール（春野総合運動公園）

○７月19日（日） ソフトボール（春野総合運動公園） バレーボール（高知市体育館）

○７月20日（月） バドミントン（県民体育館） バレーボール（南国市スポーツセンター）

○７月21日（火） バドミントン（県民体育館）

【学校便り№６返信欄】 氏名（ ）
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２学期始業式の話 松下幸之助「衆知を集める」
元気な顔がそろいました。夏休みは楽しかったですか？猛暑日が続きましたが、体調を崩したり怪我をした

りした人はいませんか？
さて、この夏休みは、２年に一度の世界陸上が開催され、世界中から多くのアスリートが集まり、たくさん

の競技が行われました。皆さんも、世界のレベルの高さに、夜はテレビの前で釘付けになっていたのではない
でしょうか。今回の世界陸上でも、日本選手のメダルが少なかったのですが、なかでも、女子マラソンの福士
選手の頑張りに感動しました。また、女子棒高跳びで３度目の世界陸上優勝を果たしたロシアのイシンバエワ
選手や、100ｍ、200ｍ、リレーで３冠を達成したジャマイカのボルト選手には、世界の壁の高さに驚かさ
れたことでした。
夏休み中には、バドミントン・ソフトボール・バレーボール部の県体やバドミ

ントン学年別大会、バレーボールやソフトボールの秋季大会、吹奏楽部の県吹奏
楽コンクールなど、多くの大会が行われました。なかでも、ソフトボール部は県
体で3位になり、全国大会への出場権を獲得しました。大阪府で行われた第15回
全日本中学生男女ソフトボール大会では、持っている力を存分に発揮し、見事に

３位入賞を果たしました。運動部の３年生にとっては、中学校最後の大会となり

ましたが、本当に最後までよく頑張りました。

１学期の終業式のときに、吉田松陰の「至誠を貫く」ということをテーマに、
三國清三さんの鍋洗いの話から、夏休みには「心」の部分を鍛えてほしいという
話をしました。このことは今後の学校生活の中でも常に意識してほしいと思いま
す。
今日の始業式では、パナソニックの創業者、松下幸之助さんの「衆知を集める」という言葉についてお話し

ます。これは、「一人より二人、二人より三人、できるだけ多くの人から、できるだけ多くの話を聞こう」と

いうことです。私たちは、ついつい自分の意見が一番いいと思ったり、他の人の考えより自分の考えが正しい

と思ったりしがちです。自分の考えに自信を持つことはいいことですが、人の意見や考えを聞かずに自分の考

えを押し通すのは間違っています。幸之助さんは、独りよがりな自分の考えで商売すると、お店は繁盛しない

しお客様はそんなお店には来なくなると考えました。

私たちは、授業中にグループで話し合ったり、学級全員で考えを深め合ったりすることがあります。これは
まさしく「衆知を集め」て、よりよい考えを見つけ出そうとしていることになるわけです。学級会や生徒会の

話し合いも同じです。
２学期は、外部からのお客さんに授業を見ていただく「公開授業研修会」や「研究発

表会」が予定されています。そうした授業においても、「衆知を集める」ための話し合い

が行われます。自分の考えをしっかり持って、できるだけ多くの人の考えを聞くことで、

よりよい考えを創り出していきましょう。

さて、楽しかった夏休みも終わり、いよいよ２学期が始まります。２学期は１年のう

ちで一番長い学期でもあり、夏、秋、冬と３つの季節を感じることができます。なかで

も「秋」は、「読書の秋」「運動の秋」「芸術の秋」と言われ、勉強や運動も一番集中して

できる季節と言われます。中高合同体育祭や修学旅行、さくらプロジェクト発表会などの学校行事もたくさん
あり、様々なことを体験できる学期でもあります。
本校は社会人基礎力の育成を目指したキャリア教育を推進しています。「当たり前のことを当たり前にする」

という凡事徹底に努め、生徒会が目標としている「一流」の学校を目指して、さらに高い目標をもって、「チ

ーム嶺北」として全員で頑張っていきましょう。

ソフトボール部 全国３位 おめでとう！
８月８日から大阪府舞洲運動広場で行われた全日本中学生男女ソフトボール大会に

おいて、本校ソフトボール部が見事に３位入賞を果たしました。
優勝した熊本オールスターズに接戦の末敗れはしましたが、嶺北スピリットの「礼

儀」の面では、どの学校よりも素晴らしかったと思います。
１回戦 嶺北中 10－３ 岡山少年ソフトボールクラブ
２回戦 嶺北中 ８－７ 長崎 KSC
準決勝 嶺北中 ３－４ 熊本オールスターズ

※たくさんの応援、ご支援ありがとうございました。

愛校作業 ご協力お願いします！
９月６日（日）に、生徒・保護者・教員で愛校作業に取り組みます。今年は、高知県塗装工業会の支援をい

ただき、中学校の廊下や教室の塗り替え作業を行います。これも、嶺北スピリットにある「奉仕」活動です。
ピカピカの状態で気持ちよい学校生活が送れるよう、保護者の皆様のご協力をよろしくお願いします。

【学校便り№７返信欄】 氏名（ ）
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愛校作業 ご協力ありがとうございました！
９月６日に毎年恒例となっている愛校作業を行いました。今年は、高

知県塗装工業会のご指導・ご協力を受け、教室や廊下の塗装作業に取り
組みました。
今年の愛校作業は、例年以上に保護者の皆様のご参加をいただき、お

陰をもちまして、教室・廊下がぴかぴかになりました。
作業は３年生を中心に行ったのですが、生徒の作業に入る前に、約１

時間、保護者と教員でペンキが他の場所に付かないように、目張り作業
行いました。その後、３年生が入っ
ての塗装作業。初めての塗装作業と
あって、最初は慎重に塗っていたの
ですが、だんだん慣れてくると作業ス

目張り作業の様子

ピードも上がり、予定の時間で仕上げることができました。
廊下の壁も、薄いクリーム色に変えたことで、以前より明るくなった感

じがします。また、教室の黒板周りも長年のほこりを落とし、以前と同じ
色で塗り替えたことで、スッキリ整然となりました。
自分たちの手で、きれいにした廊下や教室。いつまでもこのきれいな状

態が続くよう、生徒一人一人が自覚を持って毎日を過ごしてほしいと思い
塗装作業の様子

ます。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

新任教員の紹介 よろしくお願いします！
９月から体調不良のために秦泉寺先生が少しの間お休みすることになりました。秦泉寺先生がお休みをして

いる間、柿内沙弥香先生が補充教員として来てくれることになりました。
そのため、教科面において次のとおり少し変更が生じています。ご理解・ご協力をお願いします。
【技術】 豊永教頭先生（１・２・３年）
【保健体育】 ２年 柿内先生（１・３年は変更ありません）
【絆学級担任】 田内先生（学年団は３年団に所属します）
【バドミントン部】 柿内先生
【学年団】 ２年 柿内先生

皆さん、はじめまして！２年生の保健体育を担当することになりました柿内沙弥香です。
私は、小学校から社会人まで柔道を続けてきました。
運動が大好きなので、皆さんと一緒に身体を動かすことを楽しみにしています。
皆さんとたくさんお話し、たくさん勉強し、充実した日々を過ごしていきたいです。
よろしくお願いします。

子ども龍馬フォーラムに本校から３名が参加！
８月15日、国民宿舎桂浜荘で開催された「第３回 終戦

記念日に誓う 夏休み子ども龍馬フォーラム」に本校から、
２年生の小野川ひな子さん、筒井杏奈さん、吉岡あいなさ
んの３名が参加しました。このフォーラムは、今年は戦後
70年、そして龍馬生誕180年、まさに節目の年というこ
とで、混乱の時代を切り拓いてきた龍馬のような「未来の
龍馬」を育てていこうという目的で開催されました。
今年のフォーラムのテーマは「日本の洗濯」。子どもたち

の世界における「洗濯したいもの」ということで、戦争や
学校におけるいじめやケンカ、原子力発電など、子どもた
ちの視線から見た「洗濯したいもの」を出し合いました。

その後、そうした課題に対し、「龍馬だったらどうするだろうか」といった観点で意見交換が行われ、最後に
は、参加者全員で「龍馬との約束 2015」を完成させました。
本校から参加した３名は、次のような龍馬との約束をしました。
○小野川ひな子さん 「命を大切にする」
○筒井杏奈さん 「龍馬の考え方を学んで、今までの私の考えが大きく変わった。一つのことにとら

われすぎず、相手のことも考えられるようにしたい。」
○吉岡あいなさん 「今日の学習を通して、龍馬さんのような行動力といじめを止められる勇気を持ち

たい。」

【学校便り№８返信欄】 氏名（ ）
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２年生 北海道へ修学旅行に行ってきました！
9月29日～10月３日まで、４泊５日で北海道へ修学旅行に行ってきました。予定では３泊４日でしたが、

千歳空港で飛行機の機体トラブルのため帰れなくなり、一日延長しての修学旅行になりました。

爆弾低気圧等の接近により悪天候も予想されましたが、奇跡的にも５日間傘をさすこともなく、また、病人

やけが人も出さず、順調に全日程をこなすことができました。また、２日目、３日目、４日目と日程が進む中、

だんだんと２年生の団結力や協調性も高まっていったように感じます。

北海道への修学旅行は、今年で３年目。浦臼町と本山町が友好交流町ということで、浦臼中学校との交流が

大きな目的です。今年は、全体交流会の後、総合の授業（よさこい踊り）、体育館でのフロア・カーリングな

どを行い、交流を深めました。

修学旅行の詳細については、次回以降で「修学旅行記」として写真を交え紹介していきます。

今回の浦臼町訪問が、北海道新聞に掲載されましたので紹介します。

【 主 な 行 程 】

○１日目 学校 → 移動 → 旭山動物園 → 浦臼町自然休養村センター泊

○２日目 浦臼町役場表敬訪問 → 浦臼中学校での交流 → 小樽市総合博物館（運河館） →

小樽散策 → 札幌ドーム野球観戦（日ハム 対 ロッテ） → ニューオータニイン札幌泊

○３日目 札幌市内班別自主研修 → 北海道開拓の村 → 白い恋人パーク → 大倉山ジャンプ場

・札幌ウィンタースポーツミュージアム → 札幌ビール園（ジンギスカン） →

ニューオータニイン札幌泊

○４日目 ホテル → トヨタ工場見学 → 千歳空港（自由時間） → グランドホテルニュー王子

○５日目 ホテル → 千歳空港（自由時間） → 移動 → 学校

浦臼中学校との合同写真

旭山動物園にて

※ 体育祭では、ご協力ありがとうございました。

【学校便り№９返信欄】 氏名（ ）
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発行元：中学校長

さくらプロジェクト発表会 表現力が育っています！

「さくらプロジェクト発表会」あいさつ「さくらプロジェクト発表会」あいさつ「さくらプロジェクト発表会」あいさつ「さくらプロジェクト発表会」あいさつ 校長 大谷 俊彦

本日は、お忙しい中、嶺北中学校の「さくらプロジェクト発表会（学習文化発表会）」にお越しくださ
いましてありがとうございます。
この学習文化発表会は、開校２年目から開催しているもので、今年で８年目「さくらプロジェクト」と

内容をリニューアルして、今年で３年目になります。日ごろの学習活動や文化活動の成果の発表を通して、
各教科で習得した知識や技能を深めたり、発表したり、他者の発表等をお互いに鑑賞したりすることで、
「表現力」の育成を目的に行っているものです。
今年は、本校では、教科や総合的な学習の時間を中心に、「自ら課題を探究し、解決する力」「情報を

収集・分析し、まとめ、発表する力」の育成に取り組んでいます。まさに、今日の発表はそうした学習の
集大成の場と言えます。
今日のために、生徒たちは何日も前から計画的・意欲的に準備をしてきました。本日の学年発表や合唱

コンクールをご覧いただき、少しでも生徒の、嶺北スピリットに謳っている「礼儀」や「意欲」、「工夫」
など、中学生としての成長の跡を感じとっていただけたら幸いです。
今後とも、子どもたちの健やかな成長のためにお力添えをいただきますことをお願い申し上げます。

生徒たちの感想・・・いい振り返りができています。

１年１年１年１年 ○ 演技もセリフも小道具も、全部自分たちで考えたり作っ

たりするのは大変だったけど、とてもいい劇になったと思います。
初めは、「難しそうだな」「できるかな」と思っていましたが、みん
なで協力し、いろいろな意見を出し合って、どんどん劇が完成して
いくのがとても楽しかったです。この劇は、みんなで協力してでき
た「宝物の劇」です。本当にみんなに感謝の気持ちで一杯です。

○ 「声が小さい」この言葉を私は何度も言われました。自分なりに
大きく言っていたつもりでしたが、相手に聞こえるような声でない
と劇をやっている意味がないと思い直し、頑張って声を出しました。
本番ではやはり緊張し、あまり大きな声を出せなかったし、途中セ
リフを言い間違えたりして少し後悔しています。あっという間に終
わってしまいました。

２年２年２年２年 ○ 最初の練習の時は、「本当にこれで本番が迎えられるのか」

ととても心配でした。しかし、練習を重ねていくうちに、発表やダ
ンスもだんだん良くなっていって、本番も無事成功させることがで
きました。何より、一人一人みんなが成長できていると思います。
これからも、もっともっといろいろなことにトライして、向上心を
高めていきたいです。

○ １年生は難しい歴史を劇で発表するという実にわかりやすい表現
方法でした。本山町に住んでいるけど歴史を知らないという人にと
っては、とても勉強になったと思います。３年生は、初めはまじめ
に、後半はおもしろい動画を使っての発表でした。動画は、今まで
のものとは違い、実におもしろい内容に仕上がっていました。また、
発表の内容もまとまっていたことがすごいと思いました。

○ みんなで意見を出し合いながら、最高の作品に仕上がったと思います。教育委員会の人の講評を聞いて、
自分の言ったことが相手に伝わることが、こんなにうれしいことだと実感しました。

３年３年３年３年 ○ 発表では、１年・２年のころと比べ、良い発表ができま
した。クラスが一致団結して、さくらプロジェクトに向けて練習し
ていく中で、友達の新たな良さを知ることができました。発表では、
大きく生き生きと声を出していたので、マイクを通して見ている人
にわかりやすく伝えることができたと思います。

○ サニーマート販売を通して、いろいろなことを学びました。礼儀
やマナー、挨拶など、これから社会に出ていくうえで大切なことを
たくさん学ぶことができました。さくらプロジェクト発表会では、
国語の授業で学んだ力を十分に発揮できていたと思います。周りを
見渡して、聞き取りやすい声やスピードでお客さんに伝えることが
できたので、いい発表になったと思います。

【学校便り№10返信欄】 氏名（ ）
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静かに春を待つ桜は、一瞬の休みもなく力を蓄えている
２学期の終業式で、松下幸之助さんの言葉から、次のような話をしました。

長かった２学期が終わろうとしています。中高合同の体育祭やさくらプロジェクト発表会、北海道への

修学旅行、サニーマート販売実習などの大きな行事がありました。それぞれに大きな成果を収め、無事に

終えることができました。生徒のみなさんの頑張りと、指導に当たられた先生方のお陰と感謝しています。

２学期の始業式では、パナソニックの創業者、松下幸之助さんの「衆知を集める」という言葉から、独

りよがりになるのではなく、人の意見を聞くことの大切さについてお話ししました。他校の先生方をお招

きして行われた「公開授業研修会」や「研究発表会」の授業においても、「衆知を集める」ための話し合

いが行われていて感動を覚えました。

また、「さくらプロジェクト発表会」では、今年の本校のテーマである「表現力の育成」が具現化され

ている姿に出会え、とてもうれしく思ったことでした。保護者や地域のみなさん、来賓の方々の感想を、

少し紹介します。「教室の姿より何倍も大きく輝く生徒の皆さんを見ることができました。今日の発表会

を一つの通過点として、学び成長してください」「全員が礼儀正しく、心をこめて声を届けてくれました。

そして、素晴らしい聞き手にもなっていました」「学年が上がるにつれて、発表の質が上がっていて、一

年一年の積み上げの成果を感じました。自分の成長を一人一人が語った３年生、その顔がとてもステキで

した」「発表や合唱はもちろん素晴らしかったけど、それ以外の発表の聴き方や舞台マナーなどからも、

嶺北中学校のチーム力の高さを感じました。来て良かったです」「全体的に昨年より格段にレベルアップ

していて驚きました」など、たくさんのお褒めの言葉をいただきました。こうした「嶺北中の良さや素晴

らしさ」は、伝統にするとともに、さらに磨き高めていってほしいと思います。

次に、以前、「人と比較するのではなく、去年の自分と比較して劣っていたら、それは恥ずべきことだ」

という松下幸之助さんの言葉を紹介したことがありますが覚えていますか？去年の自分と比較してここが

伸びたと自信をもって言うことができるでしょうか。例えば、「授業を大切にして、学習を深めることが

できたか」、「部活動には、休むことなく自主的に取り組めたか」、「挨拶や掃除が、きちんとできたか」、「自

分自身を甘やかすことなく、鍛えることができたか」など、今一度自分の成長を確認してみてください。

学期末の面談で、２学期の成績が伝えられたと思います。この12月は学期の区切り、一年の締めくくり

の時期です。満足のいく成績だった人もそうでなかった人も、改めて反省と自己評価を行い、新たな年に

向かって、これからの学習計画や学習方法などについて、よく考えてほしいと思います。

最後に、今日は新たにこの言葉を紹介します。「静かに春を待つ桜は、一瞬の休みもなく力を蓄えてい

る」これも松下幸之助さんの言葉です。２学期の始業式のころは、桜の枝は濃い緑の葉をつけていました

が、今はすっかり葉を落としてしまい、冬枯れの枝だけのように見えます。しかし、樹木は自然の摂理に

従って、着実に変化し、春にきれいな花を咲かせるためのツボミを育てています。すでに来年の春の芽吹

きの準備を着実に始めているのです。皆さんも同じです。素晴らしい花を咲かせるために、次のステップ

に向け着実な準備をしていってほしいと思います。特に、３年生は強い意志をもって、目標に向かって、

粘り強く諦めず、突き進んでください。応援しています。

年末年始はどんどん寒くなりますので、自分自身の健康と生活の管理には、しっかり気を配り、３学期

の始業式には、全員元気な顔で会いましょう。

校内マラソン大会結果 （12月18日実施）

【男子】 １位 ３年 佐古田暁人 13分44秒（大会新）４位 ３年 山中壱星

４㎞ ２位 ３年 式地 希 14分47秒 ５位 ２年 久保寬大

３位 ２年 下田蘭丸 14分53秒 ６位 ２年 池内龍仁

【女子】 １位 ２年 田岡汐梨 12分42秒 ４位 ３年 永野和佐

３㎞ ２位 １年 後藤なつめ 12分51秒 ５位 ２年 谷 遥夏

３位 １年 大川夏音 13分25秒 ６位 ２年 山下ひな

よいお年をお迎えください。
今年も、中高合同体育祭やさくらプロジェクト発表会、北海道修学旅行などの学校行事を無事終えることが

できました。これもひとえに保護者の皆様、地域の皆様のご支援・ご協力の賜物と感謝しております。

来たる平成28年が皆様にとって幸多き年になりますようお祈り申し上げ、年末のご挨拶とさせていただき

ます。よいお年をお迎えください。

【学校便り№11返信欄】 氏名（ ）
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３年間 たくさんの思い出をありがとう！

第５回卒業式 式辞 嶺北中学校長 大谷 俊彦

「世の中に絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」と古今和歌集に

詠われているように、桜の開花が待ち遠しい季節となりました。

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。今皆さん一人一人に卒業証

書を手渡しましたが、引き締まった表情の中に、中学校三年間の生活を立派に

やり遂げたという大きな満足感と、新しい世界へ出発するんだという強い決意

を感じ取ることができ、とてもうれしく感じたことでした。

卒業証書には、「中学校の課程を修了したことを証する」と書かれていますが、

これは、教科の学習や学校行事、部活動のことだけを指しているのではありま

せん。皆さんが手にした卒業証書は、楽しかった日々だけでなく、悲しかった

ことや辛かったこと、大変だったことを乗り越えてきた貴重な証なのです。

三年前、真新しい制服に身を包み、希望に燃えて臨んだ入学式を覚えていますか。早いもので、あれか

ら三年の月日が流れました。勝利を目指して頑張った部活動。毎朝、走り抜いた駅伝練習。中高で心を一

つに取り組んだ体育祭。自分の言葉で学習成果を堂々と発表した「さくらプロジェクト発表会」、学級が

一つになった合唱コンクールなど、どれをとっても皆さんの成長に、欠かすことのできない貴重な歩みで

あったと思います。

昨年、私は、以前から行きたかった、群馬県にある星野富弘美術館を訪ねることができました。知って

いる人も多いと思いますが、星野富弘さんは大学を卒業後、中学校の体育の教師になりました。二か月が

過ぎたある日、星野さんは器械体操の指導中、誤って頭から落下する大怪我をし、首から下を全く動かす

ことができなくなってしまいます。これにより、自分の身の回りのことを自分の手で行う術を失い、食事

も、着替えも、トイレも、移動も、・・・、日常生活のすべてにおいて、他の人の力を借りなければ生き

ていけなくなってしまいます。星野さんは生きている意味を失ったと絶望し、死にたいと考えたことが何

度もあったようです。

そんな時、ある人の「横向きの姿勢で字を書いたらどうでしょう」という一言が、星野さんのその後の

人生を大きく変えるきっかけになりました。横向きの姿勢で、ガーゼを巻いたサインペンを口にくわえ、

スケッチブックに初めて書いたのがカタカナのアだったそうです。次にイ、ウ、・・と書いていくうちに、

だんだん書ける文字が増えていきます。目が回り、首が疲れ、よだれでぐちゃぐちゃになってもひたすら

書き続けたそうです。その後は、お母さんや周囲の人たちの献身的な支えのもと、優しさ溢れる花の絵を

描き、心に響く詩を書き、そしてそれが本となり、多くの人に感動を与え、やがて「花の詩人」と称され

るまでになりました。今度は星野さんによって、多くの人たちが生きる力を与えられているのです。

その美術館で、私は、「辛いという字がある。もう少しで幸せになれそうな字である」という星野さん

の言葉に出会い、感銘を受けました。周囲の人の支えにより、辛い絶望の淵からはい上がり、苦難を乗り

越え、生きる喜びを得た星野さんの言葉だからこそ、心に響いてきます。「辛い」という字と「幸せ」と

いう字は本当によく似ています。「辛い」の字に横画が一本増えただけで「幸せ」の字のようになります。

皆さんもこれから、たくさんの辛いことに出会うかと思います。その時は、是非この「辛いという字があ

る。もう少しで幸せになれそうな字である」という言葉を思い出してください。人間は一人ではありませ

ん。お互いに支え合って生きています。あなたが辛いときには、きっと誰かが支えてくれます。辛くて倒

れそうな人がいたら、あなたが「幸せ」の一本の横画になって支えてあげてください。そうすることで、

きっと幸せの灯が見えきます。卒業する皆さんの未来が、明るく、希望に満ちたものになることを願って

やみません。

今日の卒業式は、卒業生だけのものではありません。在校生にとっても意義ある式です。卒業生から在

校生へと、本校の良き伝統を引き継ぐ日、いわば「学びのバトン」の引き継ぎが行われている瞬間である

ことをしっかりと受け止めてください。在校生には、「今日から本校の新たな歴史の担い手になるんだ」

という決意を新たにする日にしてほしいと思います。

最後になりましたが、もう一つ心に残った星野さんの「ハナショウブ」という詩を贈って、私からの式

辞といたします。

黒い土に根を張り どぶ水を吸って、なぜ、きれいに咲けるのだろう。

私は大勢の人の愛の中にいて、なぜみにくいことばかり 考えるのだろう。

卒業生の皆さん、ご卒業、本当に、本当におめでとう。
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