
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１２月１４日、かねてからの念願であった腰塚

こしづか

勇人

はやと

さんを迎えての命の授業が、本校の全生徒及び西田沢小学校

６年生１０名と共に開催されました。予定していた講演時間を大きく上回る２時間ほどのお話に生徒は引き込まれ、

友達との関係や生き方など多くの感銘を受けました。「５つの誓い」や「ドリー夢メーカー」など印象に残るもの

も多く、勇気をもったり、心を奮い立たせた人も多かったのではないかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

        悩みは言葉にした瞬間小さくなる  

夢を目標に夢を目標に夢を目標に夢を目標に    

青森市立油川中学校 

学校だより    第１１号   

平成２８年  １２月 １９日 

男子１８２名  女子１６２名 

計３４４名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当：校長 岩田 靖 

 

      腰塚勇人さん   １９６５年神奈川県生まれ 

神奈川県内で中学校教師を務めていた３６歳の時 スキーの転倒事故で首を骨折 

奇跡的に命は取り止めたものの、首から下が全く動かなくなる四肢麻痺という診断が 

くだり、医師からは『一生寝たきり、よくて車椅子』の宣告を受け、絶望の中で自ら 

命を絶とうとしたこともあった。 

 入院中の看護婦やリハビリの先生、両親、奥さん、学校の同僚の先生、自分の学級

の生徒など、自分を待っている人との関わりの中で、『自分の命があらゆるものに助

けられ、生かされていること』に気付き、「笑顔」『感謝』「周りの人々の幸せを願う」 

ことを大切だと考える。それが辛いリハビリの原動力となり、医者も驚く奇跡的な回

復力で、４ヶ月で現場に復帰する。現在は今も下半身と右手に麻痺のある障がいを抱

えながらも６年以上にわたり、全国の学校などで「命の授業」を行っている。 

油川中学校は１２２０回目の講演だそうです。訪問した４００校の中学校と比較 

しても、本校の生徒は反応・発言とも素晴らしいというお褒めの言葉を戴きました。 

命が大切命が大切命が大切命が大切    命を大切に命を大切に命を大切に命を大切に    その言葉と同じくらいその言葉と同じくらいその言葉と同じくらいその言葉と同じくらい    あなたが大切あなたが大切あなたが大切あなたが大切    

この言葉にこの言葉にこの言葉にこの言葉に    生きる勇気と命に力が湧きました。生きる勇気と命に力が湧きました。生きる勇気と命に力が湧きました。生きる勇気と命に力が湧きました。→→→→    動けなくても花の動けなくても花の動けなくても花の動けなくても花の        

ように生きると決心ように生きると決心ように生きると決心ように生きると決心    

くるしく、つらかった時 私の命に生きる光と勇気を与えてくれた 

ドリー夢メーカー （様々な人々が関わってくれたそうです） 

リスクテイカーリスクテイカーリスクテイカーリスクテイカー    パワーチャージャーパワーチャージャーパワーチャージャーパワーチャージャー    ほっとマンほっとマンほっとマンほっとマン            

ＯＮ人＾ＯＮ人＾ＯＮ人＾ＯＮ人＾                モデルモデルモデルモデル                        ドリーマンドリーマンドリーマンドリーマン    

 僕はこれ以上頑張れない 

天使のささやき ほっとマン 

「助けて……」が言えた時から 

身体は動かなくても「明日」が変わった 

人は受け止められたときに変わる 

腰塚さんの 

場合は 

看護婦さん 



 

 

                                   まずは感謝の言葉 ありがとう 

 

       大事な言葉           

体は心の道具なり。進路は心路                       恩返し → 恩送りへ    

すべては自分が源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんの夢、何ですか？ 追いかけていますか？ 

 失敗の反対の言葉を知っていますか？ 

 失敗のメッセージを知っていますか？ 

              ↓ 

失敗の反対は何もしないこと。失敗のメッセージはやる気はあっ

たがとか、やり方や方法がわからないと言い訳すること。 

とにかく行動すること。思いは口にすること。 

言わなければ、伝えなければ人は分からない。 

  過去の後悔より保証はなくても未来へ夢と期待をもち 

今この瞬間生きると決めた 私 という ドリー夢メーカー が 

自分の中にいてくれました。 （第１のドリー夢メーカーは自分） 

油川中学校のみんなへ 

 

自分と大切な仲間の 

ドリー夢メーカーとして 

今を共に生きる 

 

２０１６ １２，１４  勇人 

             印象に残る言葉 様々ありました！！ 

・己の体は己の道具なり 

・ドリー夢メーカー  →← ドリー夢キラー  （君はどっち？ 自分の中にも混在する！！） 

・夢は今を生きる力、夢があるから強くなれる ・夢を叶えるため、努力し続けるから結果がある 

・夢（ＹＯＵ ＭＥ）  人が見るのはただの夢 行動しないのもただの夢  みんなでみよう 

                                  「夢を目標に」期限を 

・ミラーの法則 （自分がしたことは他人からされる。いいことも悪いことも） 

             → 自分がされて嫌なことは他人にしない 

・夢あれば困難あり、困難あれば仲間あり、仲間あれば感動あり … （富士山登山もしたそうです！！） 

・真の知識は経験あるのみ     ・他人事ではなく自分事 

・感じて動く → 知る・できる喜び  → 感動 （ＣＡＮ ＤＯ） だから動け 

・人生は今日の積み重ね    い きる 

               の びる  今の自分は未来の予言者  

               ち から 

・自信はどうやって身に付く？  → 自分が自分でした約束を守る …人のせいや環境のせいにしない 

                  小さな自信は大きな希望を育てる 

・親を亡くすと過去を失う、友達を亡くすと今を失う、子どもを亡くすと未来を失う 

・言葉によって励まされ、言刃により傷つけられる。 言葉は生きる力  ＬＩＮＥなんかで人を傷つけるな！ 

・自分の命も他人の命も大事にし、自分から人のドリー夢メーカーになろう 

・私は私の人生の主人公、私は私の行動の責任者 



 

 

 

４月の全校道徳で夢を実現するまでの宝地図というものを紹介しておりましたら、美術の時間を活用して 

宝地図を作成してくれました。１階廊下に掲示してありますので、ご来校の折にはぜひご覧いただけれと 

思います。レイアウトの勉強も兼ねています。 

 自分の家の目につくところに置いておけば、深層心理に働きかけ、必要な努力をすればが実現できやす 

くなると言われています。講演された腰塚さんからも絶賛され、期限を決めるとより実現しやすいという 

アドバイスもいただいています。 

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 



 

  

１２月１２月１２月１２月１０日に行われた青森県１０日に行われた青森県１０日に行われた青森県１０日に行われた青森県中学校新人卓球大会中学校新人卓球大会中学校新人卓球大会中学校新人卓球大会兼全国中学校選抜卓球大会県予選会兼全国中学校選抜卓球大会県予選会兼全国中学校選抜卓球大会県予選会兼全国中学校選抜卓球大会県予選会において、本校男子卓において、本校男子卓において、本校男子卓において、本校男子卓

球部が球部が球部が球部が悲願の悲願の悲願の悲願の団体団体団体団体優勝を果たしました。２年生は１名優勝を果たしました。２年生は１名優勝を果たしました。２年生は１名優勝を果たしました。２年生は１名、残りは全員１年生、残りは全員１年生、残りは全員１年生、残りは全員１年生という若いチームですが、今夏全国という若いチームですが、今夏全国という若いチームですが、今夏全国という若いチームですが、今夏全国

大会に出場した先輩に続けとばかりに大会に出場した先輩に続けとばかりに大会に出場した先輩に続けとばかりに大会に出場した先輩に続けとばかりに奮闘し、ついに優勝カップを手に入れました。チームは３月に奮闘し、ついに優勝カップを手に入れました。チームは３月に奮闘し、ついに優勝カップを手に入れました。チームは３月に奮闘し、ついに優勝カップを手に入れました。チームは３月に山形県で山形県で山形県で山形県で

行われる全国大会にも出場する予定です。行われる全国大会にも出場する予定です。行われる全国大会にも出場する予定です。行われる全国大会にも出場する予定です。    

        

        ＜男子団体＞＜男子団体＞＜男子団体＞＜男子団体＞            優優優優    勝勝勝勝    

藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔        鈴木鈴木鈴木鈴木    晃晃晃晃        鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜        山内春空山内春空山内春空山内春空        前田優作前田優作前田優作前田優作        中村浩介中村浩介中村浩介中村浩介        木村木村木村木村    翔翔翔翔        藤田和也藤田和也藤田和也藤田和也    

    ＜男子シングルス＞＜男子シングルス＞＜男子シングルス＞＜男子シングルス＞    

            第３位第３位第３位第３位                鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜        

     

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    青森県スポーツ大賞青森県スポーツ大賞青森県スポーツ大賞青森県スポーツ大賞                                            工藤工藤工藤工藤    潤哉潤哉潤哉潤哉        （空手道）（空手道）（空手道）（空手道）        

                                                

第１５回第１５回第１５回第１５回        青森市中学生文芸発表会青森市中学生文芸発表会青森市中学生文芸発表会青森市中学生文芸発表会    

書写条幅の部書写条幅の部書写条幅の部書写条幅の部        優良賞優良賞優良賞優良賞        大川大川大川大川    菜々子菜々子菜々子菜々子            小林さくら小林さくら小林さくら小林さくら    

        

２０１６２０１６２０１６２０１６    第２回第２回第２回第２回    英語検定英語検定英語検定英語検定    合格者合格者合格者合格者    

        準２級準２級準２級準２級        川崎川崎川崎川崎    彗奈彗奈彗奈彗奈            

            ３級３級３級３級        成田成田成田成田    奏初奏初奏初奏初            木浪悠太木浪悠太木浪悠太木浪悠太            中村美月中村美月中村美月中村美月            赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐            安田汐里安田汐里安田汐里安田汐里                

                            櫻田未羽櫻田未羽櫻田未羽櫻田未羽                葛西葛西葛西葛西        大大大大        鎌田康生鎌田康生鎌田康生鎌田康生                山本山本山本山本        倫倫倫倫    

            ４級４級４級４級        山田山田山田山田    奈瑚奈瑚奈瑚奈瑚        鍵谷鍵谷鍵谷鍵谷    桜桜桜桜            赤坂理紗赤坂理紗赤坂理紗赤坂理紗            大科陽彩大科陽彩大科陽彩大科陽彩            菊池里桜菊池里桜菊池里桜菊池里桜                

                            藤本永遠藤本永遠藤本永遠藤本永遠            小枝小枝小枝小枝    里利花里利花里利花里利花        蝦名征也蝦名征也蝦名征也蝦名征也    

            ５級５級５級５級        松村松村松村松村    日向日向日向日向            田邊舞愛田邊舞愛田邊舞愛田邊舞愛    

        

    第５８回ＮＨＫ杯青森県卓球選手権大会第５８回ＮＨＫ杯青森県卓球選手権大会第５８回ＮＨＫ杯青森県卓球選手権大会第５８回ＮＨＫ杯青森県卓球選手権大会    中学校男子団体中学校男子団体中学校男子団体中学校男子団体    第３位第３位第３位第３位    

            鈴木鈴木鈴木鈴木奨也奨也奨也奨也        小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔        三浦史寛三浦史寛三浦史寛三浦史寛            大科悠生大科悠生大科悠生大科悠生        

        小澤一樹小澤一樹小澤一樹小澤一樹        藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔            鈴木鈴木鈴木鈴木    晃晃晃晃        鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜    

    

    平成２８年度青森市緑と花をテーマとした平成２８年度青森市緑と花をテーマとした平成２８年度青森市緑と花をテーマとした平成２８年度青森市緑と花をテーマとした    

作品コンクール作品コンクール作品コンクール作品コンクール    中学校（図画・ポスター）の部中学校（図画・ポスター）の部中学校（図画・ポスター）の部中学校（図画・ポスター）の部    

                            佳作佳作佳作佳作            吉田吉田吉田吉田    歩未歩未歩未歩未    

    

第２５回第２５回第２５回第２５回    日本空手協会日本空手協会日本空手協会日本空手協会    青森県空手道選手権大会青森県空手道選手権大会青森県空手道選手権大会青森県空手道選手権大会    

        中学２年中学２年中学２年中学２年    男子男子男子男子    形形形形    個人個人個人個人    

                第３位第３位第３位第３位        舘田響一舘田響一舘田響一舘田響一    

平成２８年度青森県選抜少年空手道大会平成２８年度青森県選抜少年空手道大会平成２８年度青森県選抜少年空手道大会平成２８年度青森県選抜少年空手道大会    

        中学２部中学２部中学２部中学２部        男子男子男子男子    形形形形    個人個人個人個人    

                第３位第３位第３位第３位        舘田響一舘田響一舘田響一舘田響一    

                    

    

    

    

    

    

 職業講話で本校においでになった株式会社職業講話で本校においでになった株式会社職業講話で本校においでになった株式会社職業講話で本校においでになった株式会社    メゾンメゾンメゾンメゾン    

取締役社長の三上貴久取締役社長の三上貴久取締役社長の三上貴久取締役社長の三上貴久氏の講話の中で「ラスカルを使って氏の講話の中で「ラスカルを使って氏の講話の中で「ラスカルを使って氏の講話の中で「ラスカルを使って    

青森の魅力をＰＯＰにしてみよう」という企画がありました。青森の魅力をＰＯＰにしてみよう」という企画がありました。青森の魅力をＰＯＰにしてみよう」という企画がありました。青森の魅力をＰＯＰにしてみよう」という企画がありました。    

キラリと光るデザインセンスを見せた４名の生徒に粗品が届キラリと光るデザインセンスを見せた４名の生徒に粗品が届キラリと光るデザインセンスを見せた４名の生徒に粗品が届キラリと光るデザインセンスを見せた４名の生徒に粗品が届

きました。きました。きました。きました。    

    ラスカルラスカルラスカルラスカル    フェイスタオルフェイスタオルフェイスタオルフェイスタオル        竹内竹内竹内竹内    渚生渚生渚生渚生    

    ラスカルラスカルラスカルラスカル    フェイスタオルフェイスタオルフェイスタオルフェイスタオル        今今今今    萌々香萌々香萌々香萌々香    

    ラスカル・手ぬぐいラスカル・手ぬぐいラスカル・手ぬぐいラスカル・手ぬぐい                    高田高田高田高田    子琴子琴子琴子琴    

    ラスカル・手ぬぐいラスカル・手ぬぐいラスカル・手ぬぐいラスカル・手ぬぐい                        原原原原    慶名慶名慶名慶名        

        



        

１２月１５１２月１５１２月１５１２月１５日（木）日（木）日（木）日（木）    １・２年生の新生徒会役員を中心に生徒会集会が開催されました。１・２年生の新生徒会役員を中心に生徒会集会が開催されました。１・２年生の新生徒会役員を中心に生徒会集会が開催されました。１・２年生の新生徒会役員を中心に生徒会集会が開催されました。受検に向かう３年生を受検に向かう３年生を受検に向かう３年生を受検に向かう３年生を

除き、１・２年生のみの集会ですので、ぎこちない面もありましたが、全校生徒会担当の岡先生の指導のもと、除き、１・２年生のみの集会ですので、ぎこちない面もありましたが、全校生徒会担当の岡先生の指導のもと、除き、１・２年生のみの集会ですので、ぎこちない面もありましたが、全校生徒会担当の岡先生の指導のもと、除き、１・２年生のみの集会ですので、ぎこちない面もありましたが、全校生徒会担当の岡先生の指導のもと、

自分の役割を発揮してくれました。腰塚さんの講話の内容も盛り込んだ新生徒会長自分の役割を発揮してくれました。腰塚さんの講話の内容も盛り込んだ新生徒会長自分の役割を発揮してくれました。腰塚さんの講話の内容も盛り込んだ新生徒会長自分の役割を発揮してくれました。腰塚さんの講話の内容も盛り込んだ新生徒会長    小林さくら小林さくら小林さくら小林さくら    さんの挨拶もさんの挨拶もさんの挨拶もさんの挨拶も

立派でした。伝統を引き継ぎ、３年生のリーダーを凌ぐリーダーになっていくことを期待します。立派でした。伝統を引き継ぎ、３年生のリーダーを凌ぐリーダーになっていくことを期待します。立派でした。伝統を引き継ぎ、３年生のリーダーを凌ぐリーダーになっていくことを期待します。立派でした。伝統を引き継ぎ、３年生のリーダーを凌ぐリーダーになっていくことを期待します。    

                                                                        

        

    

    １２月１６日１２月１６日１２月１６日１２月１６日    日頃の英語の授業の成果を発表するイングリッシュコンサートが開催されました。日頃の英語の授業の成果を発表するイングリッシュコンサートが開催されました。日頃の英語の授業の成果を発表するイングリッシュコンサートが開催されました。日頃の英語の授業の成果を発表するイングリッシュコンサートが開催されました。    

    教頭先生のギターや相馬先生のウクレレ、宮本先生の電子オルガンに合わせての歌でしたが、特に教頭先生のギターや相馬先生のウクレレ、宮本先生の電子オルガンに合わせての歌でしたが、特に教頭先生のギターや相馬先生のウクレレ、宮本先生の電子オルガンに合わせての歌でしたが、特に教頭先生のギターや相馬先生のウクレレ、宮本先生の電子オルガンに合わせての歌でしたが、特に    

    小川君の「ＷＥ小川君の「ＷＥ小川君の「ＷＥ小川君の「ＷＥ    ＷＩＬＬＷＩＬＬＷＩＬＬＷＩＬＬ    ＲＲＲＲＯＣＫＯＣＫＯＣＫＯＣＫ    ＹＯＵ」は全校の前で披露してもいいくらいの歌でした。ＹＯＵ」は全校の前で披露してもいいくらいの歌でした。ＹＯＵ」は全校の前で披露してもいいくらいの歌でした。ＹＯＵ」は全校の前で披露してもいいくらいの歌でした。    

    歌も立派ですが、先生方の楽器にも驚きました。様々な特技を持っている先生もいるかも知れません。歌も立派ですが、先生方の楽器にも驚きました。様々な特技を持っている先生もいるかも知れません。歌も立派ですが、先生方の楽器にも驚きました。様々な特技を持っている先生もいるかも知れません。歌も立派ですが、先生方の楽器にも驚きました。様々な特技を持っている先生もいるかも知れません。    

    

            

    

    

    



 

１２月１６日（金）発表会デー第２弾として１２月１６日（金）発表会デー第２弾として１２月１６日（金）発表会デー第２弾として１２月１６日（金）発表会デー第２弾として    、ダンスの発表会がありました。例年は優秀な１クラスをリズムダンスコンクール、ダンスの発表会がありました。例年は優秀な１クラスをリズムダンスコンクール、ダンスの発表会がありました。例年は優秀な１クラスをリズムダンスコンクール、ダンスの発表会がありました。例年は優秀な１クラスをリズムダンスコンクール

に応募し、東京での全国大会に派遣していましたが、交通費の高騰とスケジュールが多忙ということで、今年度は見送りました。体に応募し、東京での全国大会に派遣していましたが、交通費の高騰とスケジュールが多忙ということで、今年度は見送りました。体に応募し、東京での全国大会に派遣していましたが、交通費の高騰とスケジュールが多忙ということで、今年度は見送りました。体に応募し、東京での全国大会に派遣していましたが、交通費の高騰とスケジュールが多忙ということで、今年度は見送りました。体

育の授業で行われているもので、今後は下級生や保護者、地域の皆さんにご披露できるような内容になって欲しいと思っています育の授業で行われているもので、今後は下級生や保護者、地域の皆さんにご披露できるような内容になって欲しいと思っています育の授業で行われているもので、今後は下級生や保護者、地域の皆さんにご披露できるような内容になって欲しいと思っています育の授業で行われているもので、今後は下級生や保護者、地域の皆さんにご披露できるような内容になって欲しいと思っています。。。。    

    

    

    始始始始業の挨拶をして業の挨拶をして業の挨拶をして業の挨拶をして                                最初に最初に最初に最初に    各クラスで練習各クラスで練習各クラスで練習各クラスで練習                                最近のダンスは最近のダンスは最近のダンスは最近のダンスはEXILEの影響大 

        

                                                                                    ３年３組３年３組３年３組３年３組    

                                            

                                                                                                ３年２組３年２組３年２組３年２組    

    

                                                                                                ３年１組３年１組３年１組３年１組    と続きと続きと続きと続き    

    

    優勝も３位もありませんが優勝も３位もありませんが優勝も３位もありませんが優勝も３位もありませんが                        会場は大いに盛り上がり会場は大いに盛り上がり会場は大いに盛り上がり会場は大いに盛り上がり                                    佐々木先生の講評で終わりました佐々木先生の講評で終わりました佐々木先生の講評で終わりました佐々木先生の講評で終わりました    

    

    

    



 

   

 １２月１６日（金） 腰塚さんのホームページで腰塚さんのホームページで腰塚さんのホームページで腰塚さんのホームページで「「「「気持ちの授業気持ちの授業気持ちの授業気持ちの授業」の動画」の動画」の動画」の動画をををを見て、何の気なしにそのホームペー見て、何の気なしにそのホームペー見て、何の気なしにそのホームペー見て、何の気なしにそのホームペー

ジの中のオフィシャルブログを開いたら、見たことのある「夢を目標に一致団結ジの中のオフィシャルブログを開いたら、見たことのある「夢を目標に一致団結ジの中のオフィシャルブログを開いたら、見たことのある「夢を目標に一致団結ジの中のオフィシャルブログを開いたら、見たことのある「夢を目標に一致団結    青森市立油川中学」の文字が青森市立油川中学」の文字が青森市立油川中学」の文字が青森市立油川中学」の文字が    

ありました。ありました。ありました。ありました。気持ちよく講演していただくよう行動したみんなが立派でした。腰塚さんこそドリー夢メーカー！気持ちよく講演していただくよう行動したみんなが立派でした。腰塚さんこそドリー夢メーカー！気持ちよく講演していただくよう行動したみんなが立派でした。腰塚さんこそドリー夢メーカー！気持ちよく講演していただくよう行動したみんなが立派でした。腰塚さんこそドリー夢メーカー！    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

夢を目標に一致団結夢を目標に一致団結夢を目標に一致団結夢を目標に一致団結    ～青森市立油川中学～～青森市立油川中学～～青森市立油川中学～～青森市立油川中学～    

    

昨日は青森市中学校ツアー２日目昨日は青森市中学校ツアー２日目昨日は青森市中学校ツアー２日目昨日は青森市中学校ツアー２日目    

油川中学校様での全校道徳油川中学校様での全校道徳油川中学校様での全校道徳油川中学校様での全校道徳    

    

今年の４月に校長先生が生徒さんたちに今年の４月に校長先生が生徒さんたちに今年の４月に校長先生が生徒さんたちに今年の４月に校長先生が生徒さんたちに    

アンビリバボーを見せ命の授業の話をしてくださりアンビリバボーを見せ命の授業の話をしてくださりアンビリバボーを見せ命の授業の話をしてくださりアンビリバボーを見せ命の授業の話をしてくださり    

心を耕すシートで心を耕すシートで心を耕すシートで心を耕すシートで    

年間を通じ命のことについて学び年間を通じ命のことについて学び年間を通じ命のことについて学び年間を通じ命のことについて学び    

今回、そのまとめとして私の講演でした今回、そのまとめとして私の講演でした今回、そのまとめとして私の講演でした今回、そのまとめとして私の講演でした    

    

その中でその中でその中でその中で    

「腰塚さんがリハビリをがんばれた理由は？」「腰塚さんがリハビリをがんばれた理由は？」「腰塚さんがリハビリをがんばれた理由は？」「腰塚さんがリハビリをがんばれた理由は？」    

    

今年の油川中学校の学校スローガン今年の油川中学校の学校スローガン今年の油川中学校の学校スローガン今年の油川中学校の学校スローガン    

「夢を目標に」とリンクしてました「夢を目標に」とリンクしてました「夢を目標に」とリンクしてました「夢を目標に」とリンクしてました    

    

夢を目標に夢を目標に夢を目標に夢を目標に    

目標に計画を目標に計画を目標に計画を目標に計画を    

計画に行動を計画に行動を計画に行動を計画に行動を    

行動に仲間を行動に仲間を行動に仲間を行動に仲間を    

仲間と感動を仲間と感動を仲間と感動を仲間と感動を    

    

まさしくまさしくまさしくまさしく    

夢はＹＯＵ・ＭＥ夢はＹＯＵ・ＭＥ夢はＹＯＵ・ＭＥ夢はＹＯＵ・ＭＥ    

夢に日付をでした夢に日付をでした夢に日付をでした夢に日付をでした    

そしてその夢の明確化に使われていたのがそしてその夢の明確化に使われていたのがそしてその夢の明確化に使われていたのがそしてその夢の明確化に使われていたのが    

ナント、「夢を叶える宝地図」でしたナント、「夢を叶える宝地図」でしたナント、「夢を叶える宝地図」でしたナント、「夢を叶える宝地図」でした    

    

そしてその一番の実践者がそしてその一番の実践者がそしてその一番の実践者がそしてその一番の実践者が    

校長先生をはじめとする先生方で校長先生をはじめとする先生方で校長先生をはじめとする先生方で校長先生をはじめとする先生方で    

共通の目標を持ち一致団結する共通の目標を持ち一致団結する共通の目標を持ち一致団結する共通の目標を持ち一致団結する    

強力なチームであると感じました強力なチームであると感じました強力なチームであると感じました強力なチームであると感じました    

    

これだったら生徒さんたちはこれだったら生徒さんたちはこれだったら生徒さんたちはこれだったら生徒さんたちは    

学校が楽しいし、伸びるよなぁ～学校が楽しいし、伸びるよなぁ～学校が楽しいし、伸びるよなぁ～学校が楽しいし、伸びるよなぁ～    

またまた素敵な校長はじめ先生方に会えましたまたまた素敵な校長はじめ先生方に会えましたまたまた素敵な校長はじめ先生方に会えましたまたまた素敵な校長はじめ先生方に会えました    

２時間近くの講演、楽しく集中できる生徒さんたち２時間近くの講演、楽しく集中できる生徒さんたち２時間近くの講演、楽しく集中できる生徒さんたち２時間近くの講演、楽しく集中できる生徒さんたち    

納得でしたし、さすがでした納得でしたし、さすがでした納得でしたし、さすがでした納得でしたし、さすがでした    

    

子どもたちの目の前で生きる私たち大人が子どもたちの目の前で生きる私たち大人が子どもたちの目の前で生きる私たち大人が子どもたちの目の前で生きる私たち大人が    

どんな姿、生き様、生き方を見せるかどんな姿、生き様、生き方を見せるかどんな姿、生き様、生き方を見せるかどんな姿、生き様、生き方を見せるか    

本当に大切です本当に大切です本当に大切です本当に大切です    

    

私もこれからも夢を追い続けます私もこれからも夢を追い続けます私もこれからも夢を追い続けます私もこれからも夢を追い続けます    

２０１７年度版、マイ宝地図の準備も始めます２０１７年度版、マイ宝地図の準備も始めます２０１７年度版、マイ宝地図の準備も始めます２０１７年度版、マイ宝地図の準備も始めます    

ツアー３日目、甲田中学校様に伺いますツアー３日目、甲田中学校様に伺いますツアー３日目、甲田中学校様に伺いますツアー３日目、甲田中学校様に伺います    

今日も公式戦今日も公式戦今日も公式戦今日も公式戦    

本気で楽しく命の授業を伝えます！！本気で楽しく命の授業を伝えます！！本気で楽しく命の授業を伝えます！！本気で楽しく命の授業を伝えます！！    

感謝をこめて感謝をこめて感謝をこめて感謝をこめて                                                                                                                                                                                            

    

 

 

 

       

 腰塚さんのＨＰをみると 

       みることができます。 



    

１２１２１２１２月月月月    

        ５日（月）５日（月）５日（月）５日（月）    青森山田推薦出願受付（１／５まで）青森山田推薦出願受付（１／５まで）青森山田推薦出願受付（１／５まで）青森山田推薦出願受付（１／５まで）    

２２日（木）２２日（木）２２日（木）２２日（木）    月曜日の授業月曜日の授業月曜日の授業月曜日の授業    ２学期終業式２学期終業式２学期終業式２学期終業式        

        ２６日（月）２６日（月）２６日（月）２６日（月）    ３学年授業日３学年授業日３学年授業日３学年授業日    ５５５５・６組出校日・６組出校日・６組出校日・６組出校日    

        ２７日（火）２７日（火）２７日（火）２７日（火）    ３学年授業日３学年授業日３学年授業日３学年授業日    ５５５５・６組出校日・６組出校日・６組出校日・６組出校日    

        ２８日（水）２８日（水）２８日（水）２８日（水）    ２・３年学習会２・３年学習会２・３年学習会２・３年学習会    御用納め御用納め御用納め御用納め    

        ２９日（木）２９日（木）２９日（木）２９日（木）    年末休業～３１日（土）年末休業～３１日（土）年末休業～３１日（土）年末休業～３１日（土）    

    

１１１１月月月月    

            １日（日）１日（日）１日（日）１日（日）    元旦元旦元旦元旦    年始休業～３日（火）年始休業～３日（火）年始休業～３日（火）年始休業～３日（火）    

    

                ４日４日４日４日    ((((水水水水))))    ３年学習会３年学習会３年学習会３年学習会        ～６日（金）～６日（金）～６日（金）～６日（金）    

                            （推薦者面接練習（推薦者面接練習（推薦者面接練習（推薦者面接練習開始～入試まで開始～入試まで開始～入試まで開始～入試まで））））    

                                明の星・東奥学園推薦出願受付明の星・東奥学園推薦出願受付明の星・東奥学園推薦出願受付明の星・東奥学園推薦出願受付    

                            （１／１０）（１／６）まで（１／１０）（１／６）まで（１／１０）（１／６）まで（１／１０）（１／６）まで    

        １０日（火）３年学習会１０日（火）３年学習会１０日（火）３年学習会１０日（火）３年学習会    ５５５５・６組出校日・６組出校日・６組出校日・６組出校日    

                                八戸高専推薦受付（１／１３まで）八戸高専推薦受付（１／１３まで）八戸高専推薦受付（１／１３まで）八戸高専推薦受付（１／１３まで）    

        １１日（水）３年模擬テスト①１１日（水）３年模擬テスト①１１日（水）３年模擬テスト①１１日（水）３年模擬テスト①    １・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会    

        １２日（木）３年模擬テスト②１２日（木）３年模擬テスト②１２日（木）３年模擬テスト②１２日（木）３年模擬テスト②    １・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会        

                            私立高校（青森山田・東奥学園・明の星推薦受験日）私立高校（青森山田・東奥学園・明の星推薦受験日）私立高校（青森山田・東奥学園・明の星推薦受験日）私立高校（青森山田・東奥学園・明の星推薦受験日）    

                                    １／１６１／１６１／１６１／１６        １／１３１／１３１／１３１／１３        １／１６１／１６１／１６１／１６        発表発表発表発表    

    １６日（月）１６日（月）１６日（月）１６日（月）    ３学期始業式３学期始業式３学期始業式３学期始業式        

    １７日（火）１７日（火）１７日（火）１７日（火）    整理テスト整理テスト整理テスト整理テスト        避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

    １８日（水）１８日（水）１８日（水）１８日（水）    ３年願書押印３年願書押印３年願書押印３年願書押印    ～２０日～２０日～２０日～２０日        ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日    

    ２３日（月）２３日（月）２３日（月）２３日（月）    私立面接練習私立面接練習私立面接練習私立面接練習    ～私立入試まで～私立入試まで～私立入試まで～私立入試まで    

        ２６日（木）２６日（木）２６日（木）２６日（木）    諸費納入日①諸費納入日①諸費納入日①諸費納入日①    

        ２７日（金）２７日（金）２７日（金）２７日（金）    諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②    

        ２８日（土）２８日（土）２８日（土）２８日（土）    中文連中文連中文連中文連生徒会生徒会生徒会生徒会奉仕活動部会研修会奉仕活動部会研修会奉仕活動部会研修会奉仕活動部会研修会    八戸高専推薦面接日八戸高専推薦面接日八戸高専推薦面接日八戸高専推薦面接日    

        ３１日（火）３１日（火）３１日（火）３１日（火）    全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会    

                                                                

     冬休み中の出校日冬休み中の出校日冬休み中の出校日冬休み中の出校日    

        

３年３年３年３年    １２月２６日１２月２６日１２月２６日１２月２６日    （月）授業日（月）授業日（月）授業日（月）授業日    

            １２月２７日１２月２７日１２月２７日１２月２７日    （火）授業日（火）授業日（火）授業日（火）授業日        

            １２月２８日１２月２８日１２月２８日１２月２８日    （水）学習会（水）学習会（水）学習会（水）学習会    

                １月１月１月１月    ４日４日４日４日    （水）学習会（水）学習会（水）学習会（水）学習会    

                １月１月１月１月    ５日５日５日５日    （木）学習会（木）学習会（木）学習会（木）学習会    

                １月１月１月１月    ６日６日６日６日    （金）学習会（金）学習会（金）学習会（金）学習会    

                １月１０日１月１０日１月１０日１月１０日    （火）学習会（火）学習会（火）学習会（火）学習会    （５・６組）（５・６組）（５・６組）（５・６組）    

                        １月１１日１月１１日１月１１日１月１１日    （水）模擬テスト（水）模擬テスト（水）模擬テスト（水）模擬テスト    

                １月１２日１月１２日１月１２日１月１２日    （木）模擬テスト（木）模擬テスト（木）模擬テスト（木）模擬テスト    

    １年・２年１年・２年１年・２年１年・２年    

            １２月２６日１２月２６日１２月２６日１２月２６日    （月）学習会（月）学習会（月）学習会（月）学習会    （５・６組）（５・６組）（５・６組）（５・６組）    

            １２月２７日１２月２７日１２月２７日１２月２７日    （火）学習会（火）学習会（火）学習会（火）学習会    （５・６組）（５・６組）（５・６組）（５・６組）    

            １２月２８日１２月２８日１２月２８日１２月２８日    （水）（水）（水）（水）    学習会学習会学習会学習会    （２年生のみ、１年生なし）（２年生のみ、１年生なし）（２年生のみ、１年生なし）（２年生のみ、１年生なし）    

                １月１１日１月１１日１月１１日１月１１日    （水）学習会（水）学習会（水）学習会（水）学習会    

                １月１２日１月１２日１月１２日１月１２日    （木）学習会（木）学習会（木）学習会（木）学習会    

                            

 

  先日先日先日先日 1992199219921992年バルセロナオリンピック柔道男子年バルセロナオリンピック柔道男子年バルセロナオリンピック柔道男子年バルセロナオリンピック柔道男子71kg71kg71kg71kg級金メダリスト級金メダリスト級金メダリスト級金メダリストのののの古賀古賀古賀古賀    稔彦稔彦稔彦稔彦さんのさんのさんのさんの 

講演を聞かせていただきました。自信とユーモアに溢れた語りで非常に参考になりました。講演を聞かせていただきました。自信とユーモアに溢れた語りで非常に参考になりました。講演を聞かせていただきました。自信とユーモアに溢れた語りで非常に参考になりました。講演を聞かせていただきました。自信とユーモアに溢れた語りで非常に参考になりました。    

    ＜印象に残った話から＞＜印象に残った話から＞＜印象に残った話から＞＜印象に残った話から＞    

・天才とは天からもらった才能なので誰でも天才である。・天才とは天からもらった才能なので誰でも天才である。・天才とは天からもらった才能なので誰でも天才である。・天才とは天からもらった才能なので誰でも天才である。    

・「欲」と「点」という漢字から、長所を伸ばすこと、欠点を自覚することの大事さ・「欲」と「点」という漢字から、長所を伸ばすこと、欠点を自覚することの大事さ・「欲」と「点」という漢字から、長所を伸ばすこと、欠点を自覚することの大事さ・「欲」と「点」という漢字から、長所を伸ばすこと、欠点を自覚することの大事さ    

・講道館柔道の創始者である嘉納治五郎講道館柔道の創始者である嘉納治五郎講道館柔道の創始者である嘉納治五郎講道館柔道の創始者である嘉納治五郎氏の名言「氏の名言「氏の名言「氏の名言「    精精精精

せい

    力力力力

りょく

    善善善善

ぜん

    用用用用

よう

、、、、        自自自自

じ

    他他他他

た

    共共共共

きょう

    栄栄栄栄

えい

」」」」    

                       （心と体）（効率的に使う）（他人と共に栄えある世の中にしよう）  

心身の持つすべての力を最大限に生かして、社会のために善い方向に用いて、心身の持つすべての力を最大限に生かして、社会のために善い方向に用いて、心身の持つすべての力を最大限に生かして、社会のために善い方向に用いて、心身の持つすべての力を最大限に生かして、社会のために善い方向に用いて、    

自分だけでなく他人と共に栄えある世の中にしよう自分だけでなく他人と共に栄えある世の中にしよう自分だけでなく他人と共に栄えある世の中にしよう自分だけでなく他人と共に栄えある世の中にしよう     

                                                                                                                                                                ↓↓↓↓    

        相手を敬い、感謝することで信頼し合い、助け合う心が育まれる相手を敬い、感謝することで信頼し合い、助け合う心が育まれる相手を敬い、感謝することで信頼し合い、助け合う心が育まれる相手を敬い、感謝することで信頼し合い、助け合う心が育まれる    

        近年は川崎市に「古賀塾」という柔道場を私費を投じて作り近年は川崎市に「古賀塾」という柔道場を私費を投じて作り近年は川崎市に「古賀塾」という柔道場を私費を投じて作り近年は川崎市に「古賀塾」という柔道場を私費を投じて作り、幼児から大人までの道場として、幼児から大人までの道場として、幼児から大人までの道場として、幼児から大人までの道場として    

    自らも体を動かしており、自らも体を動かしており、自らも体を動かしており、自らも体を動かしており、当たり前の事を実践しようということ当たり前の事を実践しようということ当たり前の事を実践しようということ当たり前の事を実践しようということで塾五訓を唱えているで塾五訓を唱えているで塾五訓を唱えているで塾五訓を唱えているそうです。そうです。そうです。そうです。    

講演会当日も講演会当日も講演会当日も講演会当日も会場の全員で唱和してきました。会場の全員で唱和してきました。会場の全員で唱和してきました。会場の全員で唱和してきました。    

                                                        冬休み中冬休み中冬休み中冬休み中    実践してみましょう実践してみましょう実践してみましょう実践してみましょう    

    一、「はい」という素直な心         一、「ありがとうございます」という感謝の心一、「ありがとうございます」という感謝の心一、「ありがとうございます」という感謝の心一、「ありがとうございます」という感謝の心    

一、「私がします」という奉仕の心       一、「すみません」という反省の心      

 一、「おかげさま」という謙虚な心 

 

灘高校の校

こう

是

ぜ

 

（学校設立の根本精神） 

 でもあるそうです。 


