
～学びを心の居場所に～

ＩＯだより
スペース・イオ」とは「Ｉｎ・Ｏｕｔ」が自由にできる空間を意味します。また、「ＩＯ」はイタリ

ア語で「私」のことで、これらの意味を含んで名付けられました。

スペース・イオでの学習や諸活動をとおして、子どもたちは自分なりの成長を感じ、充実感をもって修

了式を迎えることができました。保護者の皆様には一年間、ご協力いただきありがとうございました。

今後の学習支援について

３月１０日（金）で、今年度の通

所での学習支援は終わります。進学、

進級に向けての学習を各自、家庭等

で行ってください。

ＩＴ等学習は、サーバー利用を３

月まで申し込まれている人は、３月

３１日（金）までできます。

また、新年度のことを考える期間

でもあります。お子さんとはもちろ

んですが、在籍校との話し合いの機

会をもってください。

新年度の入所手続きについて

引き続き新年度もスペース・イオを利用する場合、利用タイ

プにかかわらず、改めて申請の手続きが必要です。

＜手続方法＞

１ 在籍校（担任等）にスペース・イオ利用希望の意向を伝

え、「スペース・イオ募集要項」を受け取る。

２ 入所申請書配付期間４月５日(水）～４月１２日(水）

（７日（金）は除く）にスペース・イオで面談後、申請

書を受け取る。＊来所日時を、事前に連絡してください。

３ ４月１４日(金）までに、在籍校へ申請書を提出する。

ＩＴ等学習の新年度利用
新年度も継続利用を希望する方は、ＮＴＴレゾナントとの契約が

必要です。３／２１(火）までにスペース・イオに電話連絡をお願

いします。

※連絡がない場合は「継続希望がない」と判断し、利用停止の手続

きをしますので、ご了承ください。

新年度の学習開始日

IT学習：４月５日（水）

通所：申請書配付後から自学自習

をすることができます。

『たいしたもんだ』 秋田明徳館高校校長 佐々木 均

映 画監 督で タレ ント のビ ートたけ し（北野武 ）さんの 詩集のなか に「夢を もて、目 的を

もて 、や れば 出来 る こん な言葉に 騙されるな 、何もな くていいん だ」こん な一節が ある

そう です 。え っ！ あの 有名 な「世界 の北野」さ んの詩と は思えませ ん。冗談 でしょう か？

その 詩は 「人 は生 まれ て、 生きて、 死ぬ これ だけでた いしたもん だ」と続 きます。 この

世に生を受けて、一日一日を生きる、それだけで価値がある、ということでしょうか。

誰 かの かけ 声で 目的 に向 かって懸 命に突っ走 る、そん な人ばかり の世の中 だとした ら、

何か 違和 感を 感じ ます 。そ ういえば 最近、日本 の長時間 労働を強い られる働 き方に大 きな

批判 の声 があ がっ てい ます 。もちろ ん、目的を 達成する ために全力 で努力す ることは 尊い

こと だと 思い ます が、 その ために体 調を崩した り命を落 としてしま っては、 元も子も あり

ません。

話 は変 わり ます が、 私た ちの身近 な、例えば 歩道を考 えてみても 、通勤通 学で急ぎ 足の

人や ジョ ギン グす る人 だけ が使うも のではあり ません。 ゆっくりと 歩みを進 めるお年 寄り

もい ます し、 いろ いろ なこ とに興味 を示す子ど も連れの 家族もいる でしょう 。そんな 様々

な歩みがあっていいはずです。

一 人一 人み んな 違っ てい い、日々 その人らし く有意義 に過ごすこ とができ ればすば らし

いと 思い ます 。こ の１ 年間 、スペー ス・イオで 自分の学 びを深めよ うと一日 一日を大 切に

過ご した 皆さ んに 私は 拍手 を送りま すし、ビー トたけし さんも「た いしたも んだ」と 言っ

てくれるように思います。



やるべきことを先延ばしにし

てはならない。明日をあてにし

ないでやるべきことがあった

ら、すぐにやるクセを付けよう。

即行動することでラッキーな体

験ができたり、思いがけないチ

ャンスをつかんだりするかもし

れません。 教頭 石上寿子

永遠と思えるほどの苦しく辛い

時間もあったと思いますが、過ぎ

てみればよく耐えたと思えるはず

です。それは苦しみを抱えながら

行動してきた証拠。疲れたときは

休めばいい。支えている人たちは

必ずいます。意思と体験を大切に。

修了おめでとうございます。

成田美也子

頑張っている皆さんから、た

くさんのパワーをいただきまし

た。ありがとうございました。

自分の目標と目的に向かって、

一歩一歩の歩みを大切にして進

んでいってください。希望をも

って、自分を信じて。応援して

います。 冨樫雅子

もうすぐ春ですね。皆さんの

心の中にも春が来て、にこにこ

笑顔になってくれるといいなぁ

と思っています。あなたの笑顔

には特別な効き目があって、あ

なたの周りの人を幸せな気持ち

にしてくれます。人生いろんな

ことがありますが、笑い飛ばし

てください。 大屋みはる

木々は、冬の寒さをじっと耐え、
芽に少しずつ栄養を蓄え膨らま
せ、春を待ちます。そして陽気と
ともに静かに、でも力強く花を咲
かせます。
厳しい冬は、次の季節のために

必要なものなのです。そして、温
かく明るい春は必ず来るのです。

亀井 学

一年が終わりました。皆さん
にとってどんな一年間だったで
しょうか。自分なりに楽しかっ
たり、苦しかったり、頑張った
りした思い出はありますか。何
もなかったという人は、４月か

らがチャンスですよ！
片倉徹也

これまでスペース・イオで学

んだことや経験したことを自信

に、プラス思考で一歩一歩前へ

進んでいってください。自分を

大切に、そして、支えてくれる

周りの人たちへの感謝の気持ち

を忘れないでくださいね。「あ

りがとう」は大好きな言葉です。

みなさん「ありがとう！」

佐藤亜紀子

学ぶと決めてイオに来た皆さん

は、自分で道を開いて進むことが

できたのだと思います。イオで出

会えた人々や学習、体験などは忘

れてしまってもいいですよ。蓄積

された力はあなたの背をきっと押

してくれる。次の一歩を踏み出す

皆さんを心から応援しています。

鎌田千秋

修了おめでとうございます。

一緒に勉強したりいろいろな活

動をしたり、とても楽しい一年

を過ごせました。イオで学んだ

こと、経験したことを生かして

急がず焦らずゆっくり前へ進ん

でいきましょう。これからも応

援しています。 中田博司

秋の明徳祭の展示や冬のクリ

スマス会ではみなさんのオリジ

ナルなアイデアを出し合って魅

力あるものにしてくれました。

機会あるごとに見せてくれたみ

なさんのあのパワーをこれから

も発揮してみましょう、クリエ

イティブに。Be creative!!!
秋本要子

誰の言葉か忘れたけれど、い

くつか。「何かに迷ったときは、

つらいこと、難しいことを選ぼ

う。だってそれは、他の人がや

らない可能性が高いものだか

ら。」「大変だと思うより、やら

なきゃならないことを好きにな

る。」さあ、変わろう。

佐藤玉緒

「夢があるから人生がある」

夢は充実した人生のために大切

なこと。でも、夢を掘り起こし

ていくことは大変な作業でもあ

ります。遠い将来の大きな夢で

なくてもいいです。とりあえず

は、今日、一日の小さな目標か

ら見つけてみましょう。

佐藤睦子

ブラックライト（紫外線）を
カードやお札にあてたり、ブロ
ッコリーの DNA を抽出したり
と、今年もみんなと楽しく実験
ができました。みんながイオに
通うようになって学ぼうという
意欲がわいてくる様子を見て、
私もさらに学ぶ意欲がわいてき
ています。 天野広昭

イオのスタッフ紹介や年間行事予定、学習の様子などは、明徳館高等学校のホームページか

らご覧ください。 http://www.meitoku-h.akita-pref.ed.jp/tsuu/io/INDEX.htm


