
平成２９年度       学校報「八卦台」      教育目標 自らの手で未来を拓く生徒の育成 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
校 長 森山 直人 

 
旧暦では、２月を「如月」（きさらぎ）と言います。

その名前の由来には諸説あります。 
・旧暦二月でもまだ寒さが残っているので、衣（き

ぬ）を更に着る月であるから「衣更着（きさらぎ）」 

・草木の芽が張り出す月であるから「草木張月（く

さきはりづき）」 

・前年の旧暦八月に雁が来て、更に燕が来る頃であ

るから「来更来（きさらぎ）」 

・陽気が更に来る月であるから「気更来（きさらぎ）」 

 秋田では、これからがいよいよ冬本番という時期

ですが、暦上の「如月」の由来には、春が近づいて

いることを感じさせる説がたくさんあります。日一

日と、確実に春に向かっていることは間違いありま

せん。 
 では、潟中生にとって２月はどのような月でしょ

うか。 
 ３年生にとっては、自らの進路の実現に向けて、

全力で受験勉強に取り組む大切な月です。待ったな

しの勝負に気力も高めていかなければなりません。

４月には、２年生が最上級生になり、潟中をリード

していく立場になります。１年生は２年生になり先

輩を支えたり後輩に手本を示したりする重要な役割

を果たす学年になります。１、２年生にとっては新

年度に向けて目標を定め、心身共にしっかりと準備

する月だと言えます。どの学年にも共通することと

しては、来年度大きく成長するために力を蓄える月

であると言えるでしょう。 
草木に例えると、２月は新たな芽吹きのために養

分を蓄える月です。芽吹きは、目には見えないとこ

ろで進んでいます。寒さの中養分を蓄え、わずかな

太陽の光もしっかりとエネルギーに替え、その時を

待ちます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
２月、特に北国では、 

天候や日照時間により活 
動範囲が限られます。し 
かし、それだけに、物事 
をじっくり考えたり、静 
かに努力を積み重ねたり 
することには、適した時 
期であるとも言えます。正に芽吹きを待つ草花の営

みと重なります。この時期にどれほど熟考して志を

固め、こつこつと努力を重ねることができるかどう

かで、春に力強くスタートを切り羽ばたけるかどう

かが決まるのです。 
 

３年生は今、受験に向けての面接練習の真っ只中

です。 
そして、１、２年生とは、全員と「校長面談」を

行います。その目的は、 
・今年度、目指す生徒像【学・挑・関】に照らして

頑張ってきたことを振り返り、自分の成長に自信

をもつため 
・将来の夢や来年度の目標を明確にするため 
・場に応じた挨拶、態度、話し方ができるようにす

るため です。 
３年生との面接練習、１、２年生との校長面談で

は、潟中生一人一人の春に向けて、力いっぱい応援

したいと思います。今の自分に自信をもって、堂々

と臨んでほしいものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春に力強く羽ばたくために 
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平成３０年２月１日 
男鹿市立潟西中学校 

志 を固め、努力を積み重ねよう。 

コントラバス・コンサート 
と  き：２月２日（金）1４：２５～15:15 

ところ：潟西中１年ホール 

演 奏：佐藤 毅さん 
本校の学校運営協議委員をしてくだ 

さっている佐藤毅さんによるコントラ 

バスのコンサートを開催します。 

１、２年生を対象に行いますが、地域の 

皆様にも公開します。 

寒い冬のひととき、潟中生と一緒にコントラバスのたわや

かな音色に浸って、心を温めてみませんか。 

潟西中ホームページのご案内 
潟西中のフレッシュな情報をお届けしています。HP 内の 

学校ブログ｢潟中 DAYS」は随時更新中です。学校報で紹 

介しきれない情報も発信していますので、是非ご覧くださ 

い。携帯・スマホでご覧になる場合は、右の QR コードを 

ご利用ください。 

 



栄光の足跡 年末年始の潟中生の活躍

☆アンサンブルコンテスト中央地区予選☆12月23日 秋田県民会館

【銅 賞】 管打７重奏（潟西中学校吹奏楽部）

☆男鹿市児童生徒書き初め大会☆１月11～16日 ハートピア･ギャラリー
＜２年＞
【金 賞】 杉本 千尋
【銀 賞】 嵯峨 心寧
【銅 賞】 小玉 竜希、佐藤 愛美、杉本 凜

鈴木 真優、薄田菜那子、西方 琉
＜１年＞
【銀 賞】 吉元くるみ
【銅 賞】 石川 凰、石川優李愛、加藤 小羽

加藤 星奈、佐々木朝陽、佐藤 姫羽
佐藤 美優、杉本 明星、杉本くれは
谷 紘輔 杉本千尋さんの作品

☆男鹿市スポーツ賞☆ [授賞式 ２月17日 男鹿市民文化会館 小ホール]
【栄光章】石川 乃愛
【奨励賞】石川 凰 、石川 玲愛、山内 竣亮

質問紙調査の項目（抜粋） １年 ２年 ３年

勉強が好きだ ◇↓ ●↓ ●↓

勉強は大切だ ◇→ ◇→ ◇→

学校の勉強がよくわかる ◇→ ◎↑ ◎↑

ふだんの生活や社会に出たときに
◇→ ◇↑ ◇→

役立つよう勉強したい

学校が楽しい ◇→ ○↑ ○↑

自分にはよいところがある ◇↓ ○↑ ◎↑

将来の夢や目標をもっている ◎↑ ▲→ ◎↑

人の役に立つ人間になりたいと思う ◇→ ◇→ ◇→

【質問紙調査】

これまで本校の課題とされていた「自分にはよいところがある」の項目に２、
３年生で大きな改善が見られました。一方、「勉強が好きだ」の項目には、依然
課題が見られます。今後も、教科の本質を捉えて関心・意欲・態度を高める授業
づくりに一層努めてまいります。

【学力に関する調査】

１、２年生共に全教科の合計で、秋田県の平均を上回り
ました。全国トップレベルの学力である秋田県において、
この結果は立派なことです。各教科についても１年生の国
語、社会が県平均を若干下回るものの、それ以外の全ての
教科において全県平均を上回り、昨年度から大きく改善さ
れました。
今後も、明確なねらいの学び合いがある授業を通して、

生徒が「教科の学習が楽しい」と「勉強ができる、分かる｣

をバランスよく体得できるよう、授業改善に取り組んでい

きたいと思います。ご家庭での学習習慣の確立についても、

ご協力をお願いいたします。

県平均との比較
◎：＋10％超
○：＋５％～＋10％
◇：＋５％～－５％
▲：－５％～－10％
●：－10％超

前年度との比較（同一生徒）
↑：＋10％超
↑：＋５％～＋10％
→：＋５％～－５％
↓：－５％～－10％
↓：－10％超

※学習状況調査は１、２年生を

対象に実施されるものですが、

本校独自に質問紙調査のみ３

年生にも実施して集計したも

のです。県平均は２年生のデ

ータを活用しています。

平成２９年度秋田県学習状況調査 平成２９年１２月７日実施（中学校）

学力に関する調査で県平均を上回る！
「勉強が好きだ」は県を大きく下回り、継続して課題に
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潟中Topics

◆１２月２５日 オリジナル非常食調理（１年）

１年生は総合的な学習の時間に「防災・安全」の学習をし

ていますが、その一環として、万一の事態に備え、自分たち

でオリジナルの非常食を調理して、食べてみました。

１年生が考えた非常食を作るときのルールは、

①汚れ物を出さない

②水を使わない工夫をする

③無駄遣いをしない

④調味料は二つまでとする

⑤食材はミックスベジタブル、

ジャガイモ、卵、米、及び

ベーコンかツナとする

の五つです。 味が染みるように、

どの班も初めは少し不安そうで よくかき混ぜます。

したが、工夫を重ね、ビニール袋

で炊いたご飯等も含め、想像以上

においしい非常食を作ることがで

きました。

このときのレシピは、生徒玄前

に掲示しています。いざというと

きのために調理方法を覚えておき

たいという方は、ご来校の際に是

非ご覧ください。
掲示されているレシピ

※詳細については、潟西中ＨＰ内「潟中DAYS」で紹介しています。

２月・３月の行事予定
2/1 木 ３年実力テスト

２ 金 コントラバスコンサート 学校運営協議会④

３ 土 聖霊高校一般入試 和洋高校一般入試

４ 日 部活動休止日 県学年別剣道大会

６ 火 避難訓練

７ 水
公立高校前期入学者選抜合格者発表日
部活動休止日

８ 木 明桜高校一般入試

11 日
建国記念の日 大潟練成剣道大会
テスト前部活動休止日（～15日）

12 月 振替休日

14 水 部活動休止日

15 木 職員会議

16 金 後期期末テスト

17 土 市スポーツ賞授賞式（男鹿市民文化会館）

18 日 部活動休止日 秋田高専学力検査日

21 水 部活動休止日

23 金 学年末ＰＴＡ

26 月 学校納金振替日

28 水 部活動休止日

3/1 木 学校安全点検日

４ 日 部活動休止日

６ 火
公立高校入学者一般選抜学力検査実施日
ようこそ先輩！潟中版（進路学習会）

７ 水 ３年生を送る会

８ 木 卒業式予行

９ 金 第６３回卒業証書授与式

14 水 公立高校入学者一般選抜合格者発表日

15 木 職員会議 美里小卒業式

18 日 部活動休止日

19 月 ＰＴＡ会計監査、二役会

20 火 修了式

21 水 春分の日

22 木 春季休業

28 水 離任式


