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【教育目標】

挑戦しよう！

夢 実現を目指して

～心通わせ 磨き合って～

１２／２５(月) 冬休みを迎える会
冬休みを迎えるにあたり、各学年の代表生徒

が発表しました。
１年武田さんは、「中学生になっ

て成長したことは集中できるよう
になったこと。苦手な社会は定期

テスト２回目の結果から勉強法を
変え、手応えを感じた。部活動でもできること
が増えてきたが、もっと自分から気付いて動き
たい。残り３か月で自分を改善し２年生になり
たい。」

２年木村さんは、「後期前半で
頑張ったことは、挨拶と礼儀。
挨拶はさらに気を付けて後輩の手
本になりたい。修学旅行などを通
して礼儀を学んだ。冬休み中は部活動（きつい

練習でも音を上げない）と勉強（課題や家庭学
習を計画通り進める）と手伝い（玄関の雪寄せ
など家族の一員としての役割）を頑張りたい。」

３年佐々木さんは、「後期前半
は二つ反省が残る。一つは部活動

引退後の生活のけじめ、もう一つ
は勉強面。これからは生活リズム
を崩さず健康な体をつくりたい。
家庭学習を充実させ学習相談を有効に使い、よ
り積極的な学習で希望する高校に合格して恩返
ししたい。また、残された時間をクラスのみん

なと充実させたい。」といった内容を堂々と発
表しました。 （詳しくは各学年報をご覧ください。）

第8回 表彰集会を行いました！
今回は文化的な表彰

がたくさんの全校集会
となりました。

人権作文や選挙啓発
標語については、主催
者代表が学校にお越し

くださり、賞状を授与
していただきました。

表彰集会では、次の
皆さんが紹介され、ス
ピーチしました。

人権作文コンテスト
協議会長賞

３年 田 口 さん

大仙市明るい選挙啓発標語
優秀賞 １年 伊 藤さん
優良賞

３年 伊 藤さん
３年 伊 藤さん

２年 武 藤さん

大曲仙北児童生徒美術展

入賞 １年 鈴 木さん ２年 伊 藤さん
３年 田 口さん

入選 １年 加 藤さん 武 田さん
今 野さん 髙 見さん
守 澤さん

２年 伊 藤さん 佐 藤さん
３年 片 山さん 佐々木さん

（作品についてはカラー版でお届けしております。）

全日本アンサンブルコンテスト県南大会

見事!! 最優秀賞 金賞 南外中サックス四重奏
すばらしい演奏で、23チーム出場中No.１に

輝きました。
SS:伊 藤さん
AS:伊 藤さん
TS:木 村さん

BS:佐 藤さん
マネ:髙 橋さん

（12/22壮行演奏会から）

グローバルジュニアマイスター （12月現段階）
ゴールド:伊 藤さん（教育長さんより授賞）
シルバー:佐々木さん 小 松さん

齋 藤さん 武 藤さん 佐 藤さん
ブロンズ:伊 藤さん 伊 藤さん

佐々木さん 藤 原さん 伊 藤さん

伊 藤さん 今 野さん 今 野さん
佐 藤さん 佐 藤さん 八 嶋さん
木 村さん 鈴 木さん 武 藤さん
伊 藤さん 伊 藤さん

保健表彰…「Teeth Health Expert」
今年の歯の健康達人が各学年から３名ずつ選

ばれ、保健委員長の八嶋さんが表彰しました。
１年：今野さん 佐々木さん 相馬さん
２年：木村さん 齋藤さん 佐藤さん
３年：伊藤さん 小松さん 小松さん

１２／２２(金) 授業力向上プロジェクト
２Ａ理科 「電流の性質」 磯部 淳子先生

６校時、「電流計を正
しく操作し、豆電球に流

れ込む電流と流れ出る電
流の関係を調べる」こと
を目標にした授業を提示
しました。

電流計の使い方や読み

方を確認した後、学習課
題に対する「予想」を立
て、実測で調べました。

（裏に続きます。）



多くの生徒が、流れ出
る電流が小さくなると
予想したのに対して、

測定結果から「同じ」
であることが分かりま
した。予想を覆す結果

に、新鮮な驚きを覚えたことでしょう。ちなみ
に、「同じ（変わらない）」と予想を立てたのは、

佐藤さん一人だったようです。授業の最後には、
１年生も授業を参観しました。先輩の学び合う
姿から刺激を受けたことと思います。

球技大会②「冬の陣」
「冬の陣」として、第２回球技大会を行いま

した。種目はバスケットボールとドッヂボール
です。各学年が作戦を練り、チームワークを高
めながら、冬休み前最終日の戦いに臨みました！
冬休み前、全校あげての楽しい一時でした。

〈ドッヂボール〉 〈バスケットボール〉
第１位…３年Ａ組 第１位…３年Ａ組
第２位…２年Ａ組 第２位…１年ＡＢ組
第３位…１年ＡＢ組 第３位…２年Ａ組

総 合 優 勝……３年Ａ組（８８０点）

総 合 ２ 位……１年ＡＢ組（２４０点）
総 合 ３ 位……２年Ａ組 （２００点）
男子ＭＶＰ……菊 地さん
女子ＭＶＰ……小 松さん
団 結 賞……３年Ａ組

大仙市ふるさと博士
本校は、ほぼ全員の生徒が「初級」「中級」

をいただいております。あと１、２ポイントで

次の級に認定される生徒もおります。今年度末
に紹介したいと思います。

「大仙市ふるさと博士大仙市ふるさと博士大仙市ふるさと博士大仙市ふるさと博士」とは？
【事業のねらい】

地域行事への参加や、企業・施設等で
の見学・体験など、地域と関わる活動を
通じて、ふるさとを愛する心を育て、地
域の将来を担う人材の育成を目指す。

【活動内容】
訪問（参加、見学、体験）によりハロ

ーパスポートで、学校でポイントを認定
します。その後、市教育委員会からポイ
ントに応じて「ふるさと博士」認定して
もらいます。（初級、中級、上級）

「グローバルジュニアマイスターグローバルジュニアマイスターグローバルジュニアマイスターグローバルジュニアマイスター」とは？
【事業のねらい】

国内外の多様な人々との交流や、ふる
さとのよさを発信するなどの活動を通し
て、児童生徒のコミュニケーション能力

の育成を図る。
【活動内容】

①国内外の多様な人々と交流し、コミュ
ニケーションを図ります。

②交流内容を学校に自己申告します。
③交流内容に応じたポイントを学校が認

定します。
④市教育委員会から、ポイントに応じて、

グローバルジュニア（ブロンズ、シル
バー、ゴールド、マイスター）に認定
してもらいます。

※ 本校では、この二つの事業に対して、積極
的な取り組みを働きかけています。

生徒たちは、趣旨をよく理解し、意欲と誇
りをもって取り組んでおり、市内の小中学校

の中でも取得率が格段に高くなっております。
誇らしいことです！

次に繋ぐよい冬休みに！
学校祭を成し遂げた大きな達成感を胸に、学校祭を成し遂げた大きな達成感を胸に、学校祭を成し遂げた大きな達成感を胸に、学校祭を成し遂げた大きな達成感を胸に、

後期をスタートさせた生徒たちです。この後期をスタートさせた生徒たちです。この後期をスタートさせた生徒たちです。この後期をスタートさせた生徒たちです。この
３か月間それぞれの目標に向かい、勉強や３か月間それぞれの目標に向かい、勉強や３か月間それぞれの目標に向かい、勉強や３か月間それぞれの目標に向かい、勉強や
部活動に、そして、学年・学校行事や生徒部活動に、そして、学年・学校行事や生徒部活動に、そして、学年・学校行事や生徒部活動に、そして、学年・学校行事や生徒
会活動にと励んできました。自分の頑張り会活動にと励んできました。自分の頑張り会活動にと励んできました。自分の頑張り会活動にと励んできました。自分の頑張り
や成長、そして仲間と築いてきた絆を、まや成長、そして仲間と築いてきた絆を、まや成長、そして仲間と築いてきた絆を、まや成長、そして仲間と築いてきた絆を、ま

ずは自信にしてほしいと思います。ずは自信にしてほしいと思います。ずは自信にしてほしいと思います。ずは自信にしてほしいと思います。
冬休み期間は、３年生にとっては高校受冬休み期間は、３年生にとっては高校受冬休み期間は、３年生にとっては高校受冬休み期間は、３年生にとっては高校受

検を見据えたとても大切な時間となります。検を見据えたとても大切な時間となります。検を見据えたとても大切な時間となります。検を見据えたとても大切な時間となります。
１・２年生にとっては、進級を意識して、１・２年生にとっては、進級を意識して、１・２年生にとっては、進級を意識して、１・２年生にとっては、進級を意識して、
これまでの基礎を固める期間です。是非、これまでの基礎を固める期間です。是非、これまでの基礎を固める期間です。是非、これまでの基礎を固める期間です。是非、
計画的に過ごしてほしいと願っています。計画的に過ごしてほしいと願っています。計画的に過ごしてほしいと願っています。計画的に過ごしてほしいと願っています。

保護者の皆様には、常にご理解とご協力保護者の皆様には、常にご理解とご協力保護者の皆様には、常にご理解とご協力保護者の皆様には、常にご理解とご協力
をいただきまして改めて感謝申し上げます。をいただきまして改めて感謝申し上げます。をいただきまして改めて感謝申し上げます。をいただきまして改めて感謝申し上げます。

どうぞ、よいお年をお迎えください。どうぞ、よいお年をお迎えください。どうぞ、よいお年をお迎えください。どうぞ、よいお年をお迎えください。


