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加賀地区体育大会兼県体予選会を控えて ◇◇◇

宇ノ気中学校長 山 本 滝 男

5月 21日 には世紀の天文ショーとなり、国内で金環 日食が観測されました。石川県でも部分日食が見ら

れ、多くの人が見たのではないかと思います。金環 日食が観法1さ れるのは国内では 25年ぶり、日本の広い

地域で観測されたのは実に平安時代以来 932年ぶ りだそうです。そして、次に日本で金環日食が観収Jさ れ

るのは、 2030年 に北海道で見 られるとのことです。

さて、5月 にはそれぞれの学年で校外学習に取 り組みました。それまでに十分な事前学習と準備を重ね、

どの学年も大きな事故等もなく無事に終えることができました。特に 3年生にとつては人生の中でも大きな

電い出として残る修学旅行になったのではないかと思います。それぞれの学年では、集団行動、いろいろな

パ験や見学などを通 して様々なことを学び、友達や自分の新たな部分も発見し、大きな成果を収めました。

残つた課題の克服も含めて、今後の学校生活に活かしていつてほしいと願つています。学校では、この校外

学習を通して学んだことや感 じたこと、今後の生活のことなどを 「新聞」形式でまとめ、校外学習で得た成

果を掲示や発表会を通 してお互いに交流しています。学級や学年、そして学校の活性力となり、より充実し

た学校生活につながっていくよう期待 しています。

一方では、 1年生にとっては中学生として初めての定期テス トである 1学期中間テス トが行われました。

当然ながら2・ 3年生にとってもそれぞれの学年のスター トになる大切なテス トになります。今までの学習

を振 り返 り、効果的かつ能率的な自分流の学習法の確立に向けて努力していつてほしいと思います。ご家庭

でもぜひ一言励ましとご助言をよろしくお願いいたします。

そ して、いよいよ今月 16圏 ～ 18日 にかけて県体・北信越 。全国大会へとつながる「加賀地区体育大会

兼県体予選会」が開催 されます。運動部にとつてはいよいよ本番です。 3年生にとつては、これまで休 日返

上で辛い練習、 トレーニングを積み重ねてきて、ついに満を持 してこの日を迎えることになります。これま

で数々の練習試合、対外試合等を繰 り返 しがら、個々め力 。チームカを高めてきました。いよいよその力を

発揮する時期 (と き)がやつてきました。最初の 「試練の場Jです。生徒たちの健闘を期待 したいと思います。

Jずや 「宇ノ気中」の名誉のため勝利を勝ち取ってきてくれるものと確信 しております。保護者 。地域の皆

様も、ぜひ生徒への励ましと当日の熱き応援をよろしくお願いいたします。

j層督ヒ郡市幸学械陸上競披大会の結果

先陣を切って、 5月 23日 (水 )に郡市陸上競技大会が うのけ総合運動公園陸上競技場で開催 されました。当日は好天にも

恵まれ、選手たちは県大会出場 ,自 己記録更新を目指 し、上位入賞は果たせませんでしたが奮闘 してくれました。結果は次の

とお りです。

□ 男子総合 第 5位  □

圏 個人成績 (3位入賞のみ)

◇男子  共通 100m
共通 200m
共 _F― 走高跳

女子総合 第 5位  □ 男女総合 第 5位

(*)

(*)

(*)

(*)

優 勝  中田 幸下ロ

‐第 2位  中田 幸和

優 勝  源  幸徳

第 2位  今村 仁俊

優 勝  能任 一雅

第 3位  高僧 攻輝
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※ (*)は 6月 23日 (土)～ 24日 (日 )に県西部緑地公園陸上競技場で開催 される、県中学校陸上競技大会に出場いたします。



置参 鰈 爾 磯曜画はR楔  F学 習と部活動命両立を導指し,、国練達成に向けて努力しよう」

キー彎一卜『武罐磐ここの習慣化」
全校集会で「習慣化J「睡眠の効果J「友人関係」の3項 目についての話をしましたc

(1)毎 日の三大習慣化

① 早い登校の習慣化  ・時間を管理できる者は、意欲が高く、人の信頼も高い。

② 整理整額の習慣化  ・整理整頓は、身の回りをきれいにするだけでなく、自分の頭を整理し、さら

に、自分の心までも整理してくれる。

③ 家庭学習の習慣化  。繰り返し学習することは、最も効果的な学習九法である。

・睡眠も学習に大きく関わつている。

(2)睡眠の学習効果 2種類の睡眠 ① 脳をtllる レム睡眠 ② 脳を休めるノンレム睡眠

睡眠には2種類の眠りがあり、広く知られている脳を休めるノンレム睡眠と脳を創るレム睡眠があり、

約 90分周期で繰り返されている。その中のレム睡眠は、学習したことの記憶の固定や消去など学習等

の情報処理が行われており、いわゆる睡眠中の学習であること。また、ノンレム睡眠も大切な成長ホル

モンの分泌や強い体に不可欠な免疫機能の増加にとても大明であることを紹介し、夜更かしは、健康だ

けでなく、学習にもマイナスであることを知らせました。

(3)あるべき友人関係  「和 して同ぜず」 (友人とは、協力、協調しても、むやみに同調、妥協、同化しない)

近年、生徒のコミュニケーション能力の低さや人間関係づくりの弱さが目立ちます。他の生徒と関わ

れず、特定の生徒と常に2.3人で行動している生徒や、学校生活の中でも、同じ部活動の生徒とグル

ープになつて行動する生徒たちなど、付和雷同の生徒が目立ちます。

そのような生徒たちヘメッセージとして、論語の「和して同ぜず」の言葉を紹介しました。あるべき

友人関係とは、おおいに協力・協調するが、むやみに行動を共にすることではない。自分の考えなく、

是非の判断もできず、人の言うなりに行動することは時間の無駄である。そして、「人に嫌われないか」、
「いじめられないか」、とビクビク過ごすのではなく、自分の意志で目標、信念に基づいて行動するよう

励ましました。さらに、できるだけ多くの人と人間関係を築いていく努力の方が大切であることも話し

ま した。

認めてあげる

しています。

ましたら、学

4。 寄拳l邁彗曇生後議ぢ

議.『 寵わ崚か角―ド』曹筵鮭の農いここう経費
生徒の行動で良かつたことを感謝の形として、生徒や教師がカー ドに書き、それを紹介 し、

活動です。書かれたカー ドは、廊下に掲示 し、放送で紹介し、いくつかは全校集会でも紹介

今回、学校便 りでも紹介 します。 (裏面をご覧ください)ご 家庭や校外でも良いことがあり

校 (蔵本)ま でご連絡ください。

3。 緩 燿蝿魏太舎謀叢懸措て 6ノ 16～18 陰場等裏面にあります)

「自信は一度の失敗で砕け散るが、信念は決 して変わることがない」

今年も3年生にとって、中学校最後の大会の予選が始まりますc生徒に集会で

「信念」の言葉を贈 りました。最近、メンタル トレーニングなどで「自信を持て」とか 「自分はやれるJな
どの自己暗示的なことが流行 していますが、そう言つたことは、一種の言葉遊びであつて、真の強さとは、

これまで地道に信念をもつて努力を続けてきた過程であつて、結果に左右されるものではない。ただ、ただ

プレーに集中するよう激励 しました。

大会も近づき部活動の生徒も顧問も練習に力が入つてきました。本校では、家庭学習等の確保、生徒の

健康を配慮して、部活動の延長を認めず、顧間に 7時完全下校を徹底 してもらつています。 ところが、 7

時までには学校から出ている生徒が、自転車置き場で残つていたり、帰り道で立ち止まつて話 し込んだり

して帰宅が遅い生徒がたくさんいます。お宅のお子さんはどうでしようか。先 日、行われたピアパークの

悩み相談で一年生の多くが家庭学習の時間が足 りないと訴えていました。その理由に、帰宅が遅 くなるこ

とや宿題の量の多さを挙げています。本当に、そ うでしようか。部活動終了後にすぐに帰宅 しているでし

ょうか。家庭ですぐに学習に取 りかかつているで しょうか。学習以外のことをして取 りかか りが遅れてい

ませんか。どうか家庭の生活について、お子さんと話し合つてみてください。

【地域の方へ】地域の方でご意見・ご感想のある方は、宇ノ気中学校へ電話かファックスでお知らせください。

Te1 283-0065   Fax 283-2079

住所 92つ -1123か ほく市森 レ1番地 宇ノ気中学校  生徒指導担当 (蔵本)あて
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5露のさわやかカード

0 3の 1 中橋 美玖さんヘ

避難静1練の後、生徒玄関に準備してあつた雑中を片づけていると、皆が教室へ

戻つていく中、ただ一人一緒に片づけてくれました。そあ気持ちがとつてもうれ

しかったです。どうも、ありがとう。

0 3の 2 大谷 南光さんヘ

重い部活動の荷物を運んでいると、さりげなく「持ちましょうか」と言つて手

伝つてくれました。本当に重かつたので助かりました。

0 3の 3 長原 朱里さんヘ

あなたのあいさつや会釈には、素晴らしいものがあります。それは、気づきプ

ラス笑顔です。その笑顔の素晴らしさは、心の中から湧き出ていることです。

0 3の 1 塩谷 春花さんヘ

修学旅行の列車内の清掃では、ゴミ袋を持つて隅々までゴミを集めてくれまし

た。旅行社の人もたいへんしつかりしていると感心していました。ありがとう。

0 3の 2 虎谷 憂士さんヘ

弓道部男子キャプテンとして、開始時間がルーズになつていた点を顧間に連絡

してくれたこと、そして、全員の前で堂々と伝え、次の日からしつかりできるよ

うになつたことは、君のさわやかな行動のおかげです。ありがとう。

o 2の 1 西川 将生さんヘ

2の 1の理科連絡係として、次に先生がしてほしいことを必ず聴いてくれてい

ます。相手を気遣う心があなたの素晴らしさです。

① lの 5 猪谷美希さんヘ

休んでいた友達に代わつて、わざわざエプロン等をつけ、ご飯の盛りつけをし

てくれました。何も言われないのにパッと動けるその姿、素敵でした。

0 3年新化学級 山野 茉樹さんヘ

朝の登校途中に、道端に落ちていた空き缶を拾ってきてくれました。街の美化

のために、とてもよい行いです。ありがとう。



平成 24年度 加賀地区中学校体育大会兼県体予選会の開催について

6月 16日 (上)～ 18(月 )の 3日 間にわたり、3年生にとつては最後の大会となる
加賀地EXl中学校体育大会兼県体予選会が開催されます。
宇ノ気中学校各部の日程は次のとおりとなつておりますので、保護者・地域の皆様の応援

をお願いします。

※ 開始時間は、試合の進行状況等により、前後することがあります。

※ 野球 “ソフトボール・ソフ トテニスの屋外競技は、雨天の場合は1贋延となります。

部活動・会場 1 (上 )6日 7日 (日 ) 1 (月 )8日

野   球

(金沢市民野球場 )

1回戦 (対 高松) 9:00 2回戦 (対 星稜)9:00 決 勝     9:00

Aブロック

2

ソフトボール

(専光寺ソフトボール場)

2 EDIl戦      12:30
(対 高松・川北の勝者 )

[第 3球場]

準々決勝
[第 3球場1   9:00

準 決 勝
『第 3球場] 13:00

決 勝

[第 2球場] 11:00

3

バレーボール (男 )

(宇 ノ気体育館)

2回戦 (対 長岡)10:00

3回戦      13:00
(対 高岡・兼六の勝者 )

準決勝       9:00

決 勝      11100

バレーボール (女 )

(津幡総合体育館 )

(津幡中体育館 )

2回戦      11:00
(対 浅野サII・ 清泉の勝者 )

3回車支           13i00

準決勝       9:00

決 勝      11:00

5

バスケットボール (男 ) 1回戦 (対 犀生)13:15

2回戦 (対 寺井)16:15

3回 戦     11:00

準々決勝     14:30

準決勝    11:00

決 勝    14:00
(物見山体育館 ) (物見山体育館) (金沢市総合体育館)

6

バスケットボール (女 ) 1回戦 (対 丸内)10:15

2回戦 (対 津幡南)14:45

3回 戦     9:30

準々決勝     12:45

準決勝     9:30

決 勝    12:30
(津幡運動公園体育館 ) (津幡運動公園体育館) (金沢市総合体育館 )

7

ノヾ ドミン トン (男 )

(河北台健民体育館 )

団体戦

開始時間     10:00
<1.3.4.5試 合>

個人戦
開始時間      8:30

8

バ ドミントン (女 )

(河北台健民体育館)

団体戦

開始時間     10:00
<1,2.4 5試 合>

個人戦

開始時間      8:30

一
|

ソフトテニス

(津幡運動公園コー ト)

団体戦
1回戦 (対 松任) 9:00

個人戦

開始時間      9:00

10

剣 道  (男 )

(松任総合運動公園 )

個人戦

開始時FH3     13:00

団体予選 [Hプ ロツク]

第 1試合     12:00

団体 トーナメン ト
9:10

実1 道  (女 )

(松任総合運動公園 )

個人戦

開始時間     9:20

団体予選 [Aブ ロック]

第 1試合     9:10

団体 トーナメン ト

9:10

12

柔   道

(石川県立武道館 )

個人戦
開始時間     9:30

団体戦
1回戦 (対 西南部)9:30

13

弓   道

(内灘弓道場 )

開会式      9:00

14

(金沢市総合プール )

一ぶ水 開始時間      9130
御舘 智子   50自 由形

50背泳


