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自ら学び 心豊かに たくましく生きる 生徒の育成

人事を尽くして、天命を待つ
今日は節分、そして明日は立春(2月4日)、暦の上では春の訪れとなります。
今年の冬は、今のところ比較的暖かい冬ですが、風邪を引かないように健康には
注意しながら、学校生活の一日一日を大切にして過ごしてください。
今日から少しずつ春に向かつて時間は進んでいきます。2月の花といえば何を
思い浮かべますか？2月といえば早春の季節。真冬の寒さの日もあれば、小春日
和のあたたかな日もあり、花にとっては厳しいシーズンでもあります。今、白糸
中学校正門の石碑の周りに、生徒会の人と地域の方と一緒に植えたパンジーとビ
オラが、冬の寒気に耐えながらも花を咲かせています。寒い日が続いていても、
冷たい雨に打たれながらも、自ら美しい花を咲かせます。この花たちのように、
一人一人が寒さに負けず、自分の進むべき方向に真っ直ぐ進み、仮に厳しいこと
田主誠さん（元学校アドバイザー）
に色紙をいただきました。
があっても乗り越え、その先に自分が納得できる花を咲かせてほしいと思いま
始業式ではこの色紙を見ながら、
す。
田主さんの生徒へのメッセージ(飛
特に3年生は、真冬の2月中旬、私立高校、府立高校前期選抜などの入試が目
べなくても…)に込められた「今年
の前にあります。まさに試練のときですが、厳しい寒さの中で花を咲かせるパン は、自分自身の個性や良さに気付き
ジーとビオラのように、これまで自分が準備して取り組んできたことを信じて、 大切にしましょう」という思いを紹
介させていただきました。
もてる力を出し切ってください。不安は、受験生の誰もが抱えているはずで、自
分だけではありません。体調に気を付けて、気持ちを落ち着かせて平常心で臨んでほしいと思います。
中国のことわざに「人事を尽くして、天命を待つ」というものがあります。「人として出来るかぎりのことを
して、その上は、天命に任せて心を労しない」と辞書に書いてあります。しかし、この言葉は、決して神頼みの
言葉ではありません、自分の願いや目標に向かつて日々、ベストを尽くしていけば着実に前進し、必ず実を結ぶ
はずです。例えすぐにその思いがかなわない事があっても、簡単にあきらめず粘り強く努力を続けていけば、そ
の先に自分の歩む道があると考えています。この言葉は、結果が見えにくい状況の時や、ゴールまであともう少
しと感じているときに、よく使われます。2年生にとっては、進路選択が一年後と現実問題となってきました。
2年生は一年後、 1年生は二年後の姿を想像して、我が身を振り返り、日々の授業を真剣に受けることで、確か
な学力を身に付けてください。
2月は、2年生の校外学習や1年生の韓国浦項市の生徒との交流、一年間
の学習成果の集大成となる夢チャレンジテストや学年末テストがあり、一
年間のまとめの時期です。今、目の前にあることに全力を傾けて、次への
ステップにつなげてください。そして、一人一人が、それぞれの坂道があ
っても「人事を尽くし」、自分が納得できる花を咲かせてほしいと思いま
す。

いじめの未然防止・早期発見に向けたアンケート
いじめを早期発見し、早期
対応に繋げていくことを目
的に、２学期に全員を対象に
「困っていること、いやな思
いをしたこと」などについて
幅広く拾い上げるアンケー
ト調査をしました。結果（認
知件数とその態様）は、以下
のとおりです。引き続き今後
も御家庭と連絡を取り合い、
お子様の様子や思いを共有
し、いじめの早期発見・解消
に努めていきますのでご協
力お願いいたします。
校長 廣瀬直樹・教職員一同
（

）は 1 学期調査との増減

認知件数

１年

２年

３年

男女別合計

男子

９（－２）

５（＋１）

０（±０）

14（－１）

女子

11（－２）

４（－2）

１（－2）

16（－6）

学年別合計

20（－４）

９（－1）

１（－2）

30（－7）

態
様
冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

件
数
16（－5）

仲間はずれ、集団による無視をされる。

９（＋５）

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

4（±０）

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。

２（±０）

ひどくぶたれたり、たたかれたり、蹴られたりする。

2（±０）

嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

４（＋２）

ＰＣや携帯電話・スマートフォンで、誹謗中傷や嫌なことをされる。

４（＋４）

その他

７（＋１）
計（（複数回答のため認知件数とは一致しません）

48（＋７）

＜１年生＞
金賞 小西悠徳 登 咲彩 仲沙優奈 井関美桜菜
銀賞 浦田 優 作田彩華 眞壁音瑠 宮前清夏
楠 穂香 井本
銅賞 石田凛々花 上林真帆
船越大輝
福田美乃里 平野晃太郎 山本陽菜
＜２年生＞
金賞 濱田優華 池田美咲 石田仁也 亀谷夢真
片山夏帆 勝部琴葉
銀賞 小林ゆめ 吉永雪華 北風朱凛 安永琴音
銅賞 野村麻未
＜３年生＞
金賞 前田慶太
大西琴奈
水上奈々子
下仲ひより 仲海奈虎
銀賞 小瀧一輝
上西諒介
竹内みのり
銅賞 臼井彩夏 中田来未 福島希空 船越菜月
＜１年生＞
金賞 小西悠徳 濱尾 和 平野晃太郎
銀賞 小路健太 佐藤共基 多田羅紗矢
梅垣仁美 藤山渉太 谷奥優花
白井優花 中口 楓
＜２年生＞
金賞 與名彩佳
椿 陽之 川尻未尋
銀賞 濱田優華
高峰璃音 塩見日菜
鈴木紅ノ葉 村田 叶 片山夏帆
＜３年生＞
金賞 山﨑桃菜
森兼晴陽 荒木智朗
仲海奈虎
銀賞 一瀬鮎美
左近詩月 矢野舜乙
水上奈々子 古谷 想 中野更紗
大澤礼萌
木南真保 米田有希

髙橋真央
船越大輝
左近滉典

宙夢

勝部琴葉
古川ひなの
細井彩乃
船越菜月
山本結月
福島希空

第4位

100m自由形

57秒13

第6位

50m自由形

26秒34

中学2・3年男子の部

５日(水)ノー部活デー
９日(日)全校登校日

ノー部活デー

10日(月)私立高校入試 夢チャレンジテスト(1,2年)
11日(火)建国記念日
12日(水)振替休業日(2/9)
14日(金)現地交通安全指導

日星高校合格発表

15日(土)教育美術展覧会(〜16日)
16日(日)全校登校日 舞鶴高専学力検査
ノー部活デー
17日(月)公立高校前期選抜試験
成美・共栄・淑徳合格発表
19日(水)振替休業日(2/16)
20日(木)高専学力検査合格発表
21日(金)試験範囲発表
浦項市青少年交流訪問団来校

〇第11回オープントーナメント 全福井空手道選手権大会
大村

３日(月)高専出前授業(2年) 3日,4日とも45分授業

18日(火)校外学習(2年)

〇第46回 JSCA 新年フェスティバル水泳競技大会2020
井上蒼太郎

行事予定

優勝 (全国大会へ)

23日(日)天皇誕生日
24日(月)振替休日
25日(火)公立高校前期選抜試験合格発表
部活動停止(朝練は27日まで可)
26日(水)ノー部活デー
28日(金)期末試験(技家音)

生徒総会

※２月は17 :0 5 活動終了・17 :2 0 完全下校です。

３日(火)学年末テスト(1,2年 4日も)
６日(金)中期選抜試験
２年私立高校説明会
10日(火)夢講演会(海上保安学校長 粟津秀哉 氏）
13日(金)第72回卒業式
16日(月)救急救命講習PUSH(2年)
中期選抜試験合格発表
24日(火)修了式 後期選抜試験

〇

書き損じはがき回収にご協力いただきありがとうございました。２００枚に近いハガキを舞鶴ユネスコ
協会・府ＰＴＡに提供しました。
〇 小学生授業体験・保護者入学説明会 (1/23)
今年度の授業体験は「英語」
「数学」以外にも広げ、
「技
術」「美術」にも挑戦してもらいました。授業風景の写真には、真剣な眼差しがたくさん写っていました。
【 英語：グループ学習 】

知らない人と協力して
課題をクリア！
【 美術：色の学習 】

【 生徒会役員から説明 】

【 技術：環境問題 】

【 江戸時代の数学に挑戦 】

色に対するイメージは

中学校についての知識

学習と日々の生活を

正解・不正解よりも

人それぞれ。自分のイ

をゲット！

リンク！

色んなアイデア！

メージをプレゼン！

