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本年度のはじめに、学校のミッションとして「生徒を変える」
をかかげ、私たち教職員は様々な活動を行ってきました。学校評
価では、いろいろなご意見をいただき、本当に感謝しています。
まだまだ、取組が不足しているところもあると思いますが、変
えようと思っても、変わろうとしなければ、「変わらない」というのは、病気が直る
のに似ています。
病気を治すには、しばしば、医師の診察と投薬が必要とされ、そのお陰だけで病気が治っ
たと思われていますが、それは違います。実際に直したのは、体の器官がすべての能力を使
って、病気を克服しようと機能していくことで、病気の原因を駆逐できるのです。
そういうことからも、自らが変わろうとする日々の努力が必要です。それは、いくら些細
なことであってもそれが、積み重なれば、大きな力となるのです。
そこで、次のような本に出会ったので、ご紹介します。

本書は第７章で構成され具体的に説明されていますが、その項目を見るだけでもなるほ
どと納得できるものもありますので、参考にして実践してみてください。
なお、本書はビジネスマンに向けて書かれている図書なので、多少割愛したり言葉を変え
たりしています。
【プロローグ】
朝の１分を制する者が人生を制する！
たった１分でできることはたかが知れている。もちろん、１分後に成果が出るわけでもな
い。でも、その１分の積み重ねで「理想の未来」は作られる。
人生は、目の前の１分の積み重ね。その１分を如何に過ごすかで、将来が決まってくる。
とくに朝の１分は、その日を決める。
大切なひと時、だからみんな 朝をうまく使っている。
いつもの朝をちょっとだけ変えれば、あなたの人生は上り調子。
いつもの朝のいつもの１分を、ちょっとだけ変えてみませんか？
たかが１分間、されど１分間。
第１章 ベッドの中で１分
① １日の成功をイメージする
② 「おめざメモ」を書く
③ ３年後の理想の自分に会いに行く
第２章 朝食で１分
① 「おめざメモ」を書き直す
② ご先祖様に感謝＆１日の成功をお願いする
③ 新聞は大見出しをざっと見る
④ 家族にしっかり声をかける
⑤ リフレーミングを家族でする（１日に起こ
った良いことや新しいことを共有する）
⑥ 行き詰まっているときは行動を変えてみる
第３章

朝シャワーで１分（省略）

第４章

通勤電車で１分（省略）

卒業式当日は、暖かな春の日差しが戻り、３
年生５２名全員が出席して行われました。
「式辞」では、神村校長先生が、最初に、「家
族や地域の方々に感謝の気持ち」を伝えること
や、今年の活動を振り返って、落ち着いた学校
生活、各競技会での活躍、合唱活動の素晴らし
いハーモニーに感動したことに触れました。卒
業生に向けた３つの願い、
「健康でいること」
「感
謝の心をいつももつこと」「迷って進み、自ら変
えること」そして、これからの指針となる言葉
「一生感動 一生青春」を贈りました。
「送辞」では、在校生代表の山口侑華さんが、
３年生の背中を追いかけ、大変お世話になった感謝の気持ちを延べ、卒業生代表の山本健太郎く
んは、最高の友との出会い、保護者や地域、学校への感謝の気持ち、そして、新たな夢に向かっ
て力強く歩むことを｢答辞｣に記しました。
式の終了後に行われた「３年合唱」では、吹奏楽部部長の岩田栞歩さんが指揮し、大田穂乃香
さんの伴奏で、「明日に向かっ
て」を合唱しました。来賓や保
護者の方々、在校生から盛大な
拍手が送られていました。
学級では、仲間と最後のひと
ときを過ごし、１・２年生が見
送る列の中へ。卒業生１人ひと
りに在校生から感謝の言葉が贈
られ、最後は、部活動の後輩と
のお別れを惜しんでいました。
卒業生の皆さん、よき人生を歩んでください。

公立高校入試の翌日、そして明日は卒業式という３／１１（水）、この日は３年生が楽しみにしていた「３年生を送る会」が行われました。
生徒会執行部が企画し、創りあげた今年の会は、最初にそれぞれの部活動単位で工夫を凝らしたメッセージビデオと３年間のスライドショ
ーを視聴した後に、１・２年生の合唱｢花は咲く｣を披露しました。気持ちを込めて歌うことができ、３年生からも大きな拍手をもらいまし
た。
３年生からは、メッセージビデオや入学式の日の自分の姿を見
１日（水）企画会
て、懐かしさに思わず笑い声が出て、全校生徒で楽しいひととき
２日（木）職員会議①
を過ごしました。
学年会①
今回の企画のポイ
３日（金）学年会②
ントは、生徒会執行
６日（月）職員会議②
委員が撮影班、編集
７日（火）新学期準備
班、合唱班等の役割
８日（水）着任式、始業式、入学式
第５章 始業時間前に１分
分担をした上で取り
９日（木）オリエンテーション①、全校集会
① 気持ちのいいあいさつをして運を引き込む
組んだことです。毎
１０日（金）オリエンテーション②、生徒会入会式、部活紹介
② １日の成功を祈って机の周りを片付ける
日放課後に活動し、
１３日（月）交通安全教室（予定）
③ 「やることリスト」をボードに貼る
生徒の手による「３
１４日（火）委員会、地区生徒会、尿検査①
④ 意識を持って自分の目標を読み上げる
年生を送る会」がで
１５日（水）生徒集会、職員会議、尿検査②
きあがりました。
１７日（金）壮行式
第６章 「１分」でチャンスをつかむ思考法(省略)
さすがに企画が生
１８日（土）春季大会①
徒によるものだけ
１９日（日）春季大会②
第７章 「１分」をよりハッピーにできるマインド に、ビデオ編集や曲
２０日（月）家庭訪問①（束荷・塩田）
① 他人に一切腹を立てない
の選曲、写真のピッ
２１日（火）３年全国学力調査、１・２年学力定着状況確認問題
② 他人の成功を喜ぶ勇気を持つ
クアップ等にも力が
２２日（水）家庭訪問②（三輪）
③ 自分は絶対大丈夫だと言い聞かせる
入り、３年生にも気
２３日（木）～２４日（金）家庭訪問③④（岩田）
④ 幸運の流れは必ず他の人にも流す
持ちがしっかりと届
２５日（土）ＰＴＡ総会、参観日、部活懇談会、
⑤ すべての成功は他人によってもたらされている
き、楽しく明るく大
学年懇談会
ことを悟り感謝する
いに盛り上がった会
２７日（月）振替週休日
となったことは言う
２８日（火）耳鼻科検診
までもありません。
２９日（水）祝日：昭和の日
３０日（木）委員会

大和地域伝統の
藤公マラソン大会
が３／８（日）に
昨年度に引き続い 大和スポーツセンターで行われ
て今年も室積中学校 ました。
３月６日（金）に１年生は、「先人に
の２年生と交流活動
大和地域の春の風物詩でもあ
学ぶ」と題して職業講話を行いました。
を行いました。
るこの大会には、本校からも、
講師には、昨年度に引き続いて［株式会
合唱を中心とした 陸上競技部１０名、野球部１４
社：オートハンズ］の清弘俊幸さん、そ
交流会ですが、本校 名が元気よく参加をしました。
して［光市立大和保育園］の都野ゆかり
の生徒にとって日頃 また、一般の部にも本校の今元
さんのお二人にお願いしました。
の学校生活の中では 教諭が参加をし、生徒たちと健
オートハンズの清弘さんは、働くこと
味わえない大事な体 脚を競いました。
の楽しさや難しさ、お客さんとの関係づ
験活動です。
当日は天気も穏やかで暖かく、
くりなど、その豊富な経験をプレゼンを
スムーズに交流会 春到来も間近な日和でした。
交えて楽しく明るくお話をしてください
を進めるためにもお 冬季のマラソンシーズンを
ました。
互いのコミュニケーション活動が必要であったり、意見交換では、 締めくくるこの大会は、市
また、大和保育園の都野ゆかりさんは、
言語活動としての表現力も必要になってきます。
外からの参加者も多く、当
園児たちと楽しく明るく元気よく過ごす中で、本当に大切なことをきちんと身
この交流学習を成功させるために、学年で一つの合唱曲を仕上 日は多くの人がスタートを
に付けさせていく難しさと日々の成長の喜びについてお話をしてくださいまし げ る 活 動 を 通 し て 、
控え入念な W-UP を行っ
た。当日は何と魔法使い？のキャラで登場してくださり、生徒たちも驚くと同 お 互 い の 意 識 を 高 め
ていました。以下に主な成
時に大いに楽しんでいました。
る雰囲気をつくった
績を示します。
り、生徒会や合唱パ
主な成績
ートリーダーを中心
【中学男５ｋの部】
に活動したりするこ
３位 岡田 優作
とで、今後のリーダ
６位 山岡
嵩
ー養成の一助にもな
７位 今村 柊野
りました。
８位 森次 千聖
当日は、それぞれ
９位 河地 徹実
の校歌を紹介した後、
１０位 河地 禄寛
文化祭のビデオ鑑賞、
そして、合唱披露をしました。曲
【中高女５ｋの部】
は「信じる」･･･両校とも同じ歌
１位 木村 友香
を順番に歌い、最後に合同合唱を
行いました。曲は「花
は咲く」･･･もうすぐ
３年生になりますが、
この経験を生かし、
３月７日（土）に大和地域の束荷にある「里の厨」で、生徒会を中心とした生徒有志に 成 長 し 、 す ば ら し い
よる東日本大震災復興支援の募金活動を行いました。３月１１日の東日本大震災発生から 花 を 咲 か せ て く れ る
４年、本校では生徒会を中心に募金活動を続けて
ことを楽しみにして
きました。岩手県岩泉町立小本中学校との交流や
います。
宮城県で行われた「シンサイミライ学校交流会」
への参加など、その活動は着実に続けられてきま
した。
また、今年度は、防災安全教育の視点からも、
各学年が総合的な学習の時間で、防災学習にも取
り組み、文化祭では１年生が防災学習の成果をプ
◆香月泰男ジュニア大賞絵画展（10/25）
レゼンし、２年生がオリジナルの劇「わたしたち
金賞 小田彩乃
［絵画の部］
のシンサイミライ」を発表するなど、防災に係わ
◆光市スポーツ優秀選手賞（2/17）
地区会議議長賞
る取組を積極的にこなしてきました。今回の募金
銅賞 田中亨佳（柔道）
近末直希 寺尾佳祐 升田翔雲
活動は、文化祭の時に行った募金と合わせて、被
安野洸平（柔道）
市民会議議長賞
災地の支援に役立ててもらおうと考え計画された
木村友香（陸上）
武居里奈 内藤亜美
ものです。
◆ＳＨＵＴＯ ＣＵＰ(2/8)
◆「小さな親切」実行章
当日は、生徒１１名が参加をし、地域の多くの
準優勝 女子バスケットボール部
森もりひろばサポーター
方々の支援を受け、約１時間３０分の活動に取り
◆社会を明るくする運動（2/25 作文の部）
大井 岬 川﨑蘭丸 髙島健一
組みました。集まった募金は、市役所内にある日
光市大和更生保護女性会長賞
田村 陸 中野真弥 宮本倫太
本赤十字を通して復興へ役立ててもらう予定です。
升田翔雲
郎 森次千聖 松本悠大 中上
【参加者】
◆光市青少年健全育成に関する賞
太一 藤田温樹 松田祥吾 山
山野井友香 井上翔太 福光竜平 山口侑華 金本
［作文の部］
下正二 升田翔雲 末長亜由美
将太郎 岩神栞花 河地徹実 河地禄寛 山岡嵩
地区会議議長賞
(以上２年)池田雪乃 内藤匠海(以上１年)
大田沙耶香 酒谷 碧 平岡千夏
光市スポーツ優秀選手
募金金額 １０月 13,192 円
市民会議会長賞
受賞の記念写真！
３月 45,305 円
計 58,497 円
山口侑華 熊野琉斗

