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大仙市立 西仙北中学校
学校通信

平成26年４月８日
No.１

平成２６年度 始まりました

先月３月24日（月），平成26年度教職員定期人

事異動で次の方々が本校から新任地転出されまし

た。

教頭 齊藤由紀雄 先生 大仙市立大曲南中学校へ

養護教諭 今田美保子 先生 美郷町立美郷中学校

新山 滴 先生 仙北市立神代中学校へ

小野由紀子 先生 大仙市立豊成中学校へ

池田絵利子 先生 大仙市立豊成中学校へ

奥山 晶太 先生 大仙市立平和中学校へ

佐藤 加奈 先生 能代市立能代第一中学校へ

武藏 幸花 先生 大仙市立豊成中学校へ

技能員 鈴木俊宣さん 大仙市立西仙北小学校へ

そして，４月１日（火）に次の新しい教職員の

皆さんが，転入されました。

教頭 木村百合子 先生 美郷町教育委員会から

養護教諭 佐藤繭美 先生 大仙市立豊川小学校から

瀬田川恵子 先生 大仙市立中仙中学校から

佐々木喜香 先生 由利本荘市立大内中学校から

岩谷 佳生 先生 大館市立比内中学校から

佐藤 則子 先生 仙北市立神代中学校から

釜田 香 先生 大仙市立高梨小学校から

三浦 翔太 先生 新 卒

技能員 佐々木正信 さん 大仙市立神岡小学校から

１年間よろしくお願いいたします。

新任式・始業式

４月４日（金），新任式を行いました。転入され

た９人の先生方をお迎えし，生徒代表の佐々木萌

李さんから歓迎の言葉がありました。

次に，新任の方からご挨拶がありました。あい

さつがとてもよく，気持ちのよい学校だとお褒め

の言葉をいただきました。

「「「「歓迎歓迎歓迎歓迎のののの言葉言葉言葉言葉」」」」

３３３３年生 佐々木萌李年生 佐々木萌李年生 佐々木萌李年生 佐々木萌李

春に芽を出した植物たちをやさしく雨がつつ

むこの日，９名の先生方をお迎えすることがで

き，私たちはとてもうれしく思います。新任の

先生方，ようこそ西仙北中学校へお越しくださ

いました。皆さんはここに来たばかりで不安が

たくさんあると思いますが，きっとすぐに慣れ

ることができると思います。

西仙北中学校は，今年度で創立三年目という

まだまだ歴史の浅い若い学校です。そこで，私

たちは，西仙北中学校のよき伝統を作り上げて

いこうと様々な行事に取り組んでいます。その

中から，今回は二つ紹介します。

一つめは，立志の丘に咲く，大きなひまわり

です。これは西仙北中学校の象徴として，明る

く元気な地域にしたいという願いから，毎年春

から秋にかけて咲かせています。先生方も学校

への通勤の際には，このひまわりを見て，毎日

明るい気持ちになっていただけたらうれしいで

す。

二つめは，学校祭「立志祭」です。オープニ

ングを飾るのは，統合前の西仙北西中学校の伝

統であった「ＮＩＳＩＳＥＮソーラン」です。

体育館が揺れるほどの大迫力の踊りに圧倒され

ます。そして，エンディングを飾るのは，統合

前の西仙北東中学校の伝統であった「大いなる

秋田」の全校大合唱です。全校のハーモニーが

一つになった歌声が感動で最高のフィナーレに

なります。

この他にも，西仙北中学校にはまだまだたく

さんよいところがあります。これからは先生方

と一緒に西仙北中学校のよき伝統を築いていき

たいと思います。どうか，よろしくお願いいた

します。

この後，始業式が行われ，２・３年学年代表が

「今年の決意」を述べてくれました。

「「「「２２２２年生年生年生年生になるにあたってになるにあたってになるにあたってになるにあたって」」」」

２２２２年年年年ＢＢＢＢ組 太田翔平組 太田翔平組 太田翔平組 太田翔平

僕は，二年生になるにあたって頑張りたいこ

とが三つあります。

まず，一つめは，今度入学してくる一年生の

手本になるような生活を送ることです。僕は今
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度二年生になり，先

輩になるので先輩と

して恥

ずかしくない生活を

送ることができるよ

うにしていきたいで

す。また，一年生で

は副委員長を務めたので二年生でもそのような

機会があれば積極的に立候補していきたいです。

二つめは，勉強です。僕は苦手な教科がある

ので，その苦手な教科を普段の授業だけでなく

家庭学習で復習したりして定期テストや実力テ

ストで結果を残せるように頑張りたいです。ま

た，僕は授業態度があまりよくなかったので，

二年生からは楽しむときは楽しみ，まじめにや

るときはまじめにやるというメリハリをしっか

りとつけていき，先生からも信頼される生徒に

なれるように頑張っていきたいです。

三つめは部活です。目標である「全県制覇」

を成し遂げられるように日々の練習を頑張って

いき，まずは六月の郡総体で勝ち，４連覇を目

指したいです。そして，新しい一年生部員もた

くさん入ってくると思うので，練習のことを教

えつつ，超されないように努力をしていきたい

です。

二年生になってからは，この三つのことを中

心に頑張っていき，先輩としての自覚を忘れず

に一年間過ごしていきたいです。

結輝学年の皆さん，開校三年目の西仙北中学

校が素晴らしいものになるよう全員で頑張って

いきましょう。

「「「「３３３３年生年生年生年生になってになってになってになって」」」」

３３３３年年年年ＡＡＡＡ組 本間紗斗組 本間紗斗組 本間紗斗組 本間紗斗

私は三月の末，

東京の全国バス

ケットボール大

会に秋田県選抜

の一員として出

場してきました。

全国大会で実際

にプレイして思

ったことは，西仙北中バスケットボール部は全

国と比べても，全然弱いチームではないという

ことです。実力差はあまり感じませんでした。

大事なことは「気迫」，つまり，立ち向かってい

く気持ちが一番大事なのだと思います。総体ま

で二ヶ月の間，集中して毎日の練習をしっかり

やれば，全県優勝は決して遠いものではないと

思います。あと，チームワークも大事で，どれ

だけ実力があってもチームワークがなければ勝

てないことも確認してきました。

私は学校も同じだと思います。向かう気持ち

やチームワークが一番大切だと思います。今年

は西仙北中学校ができて三年目です。地域の皆

さんに，一年目よりも二年目よりもいい学校に

なったと言われるようにしたいです。そのため

には一つ一つの行事をみんなで協力してやるこ

とが大事だと思います。みんなで頑張って，最

高の西仙北中学校ができるように，頑張ってい

きましょう。

今年は受験生でもあります。毎日の家庭学習

やその日の復習などを，気合いを入れてしっか

りやりたいです。今年は勉強と部活動を頑張っ

て，中学校生活に悔いを残さないようにしたい

と思います。

次に始業式の式辞として私が「まずは行動に移

すこと」を事例とともにお話しました。

校歌を全員で終

わって始業式が終

わりました。

いよいよお待ち

かねの学級担任発

表です。大きな笑

いあり，大拍手あ

りと盛り上がりま

した。

新入生 待ちに待った入学式

４月７日（月），西仙北小学校を３月に卒業した

５９名の新入生の皆さんには，待ちに待った入学

式が快晴の下，たくさんのご来賓をお迎えし，盛

大に行われました。

点呼は，緊張の中にも一人一人が大きな声で返

事をすることができました。
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その後，校長式辞があり，校訓，学校教育目標，

学校生活で精一杯の活動を行うこと，そして図書

室についての説明がありました。

新入生歓迎の言葉は，生徒会長佐々木光さんが

述べました。

「「「「歓迎歓迎歓迎歓迎のののの言葉言葉言葉言葉」」」」

うららかな光が大地へ振り注ぎ，ようやくこ

の立志の丘にも春が訪れました。新入生の皆さ

ん，ご入学

おめでとう

ございます。

私たちは

皆さんが入

学するのを

心待ちにし

ていました。

皆さんのい

い先輩になりたいという気持ちでいっぱいです。

皆さんは西仙北中学校の第５期生となります。

西仙北中学校は開校３年目の若い学校です。一

日一日が新たな歴史と伝統になっていくのだと

いう意気込みで，私たちは過ごしています。中

でも春に行われる「ＮＩＳＨＩＳＥＮ陸上」と

いうクラス対抗の陸上競技大会や，秋に行われ

る生徒会最大の行事，立志祭は，全校生徒のつ

ながりを深める楽しみな行事です。

また，西仙北中学校はあいさつにも力を入れ

ています。はじめは恥ずかしくて大きな声が出

ないかもしれません。勇気もいるでしょう。で

も，あいさつは人と人とを結びつける，第一歩

です。先輩たちは当たり前のように大きな声で

あいさつをしています。「西仙北中の生徒はあい

さつがいい」と皆さんに思ってもらえるよう，

私たちと一緒にあいさつを積極的にしていきま

しょう。

さて，今皆さんは真新しい，少し大きめの制

服に包まれていますが，卒業のときにはその制

服も小さく感じると思います。その間で皆さん

は心の成長も遂げなければなりません。私たち

を成長させてくれるものが，勉強と部活動です。

勉強面では，それぞれの教科の先生がいて，

より専門的に勉強を教えてくださいます。中間

テストや期末テスト，授業のはじめや終わりに

行うテストもあります。小学校以上に，毎日の

勉強の積み重ねが大切になってきます。

部活動は全員が入ることになっています。中

学校は部活動で多くのことを学びます。努力を

続ける心，苦しさに打ち勝つ心，感謝の心，チ

ームワークなど，本当に大切なことを学ぶこと

ができると思います。皆さんは自分が入りたい

と望む部に入り，各種大会やコンクールでの活

躍を目指し，一生懸命取り組んでください。部

活動で得た先輩や友達はかけがえのないものに

なると思います。

最後になりますが，中学校でわからないこと

があったら，遠慮せずに私たち，先輩に聞いて

ください。私たちもまた，皆さんと同じように

不安や期待を抱えて入学したのですから，きっ

と優しく，丁寧に教えてくれると思います。そ

うですよね，２，３年の皆さん。

新入生の皆さんが西仙北中学校のシンボルで

あるヒマワリのように，明るく，たくましく中

学校生活を送ることを期待しています。

新入生諸君新入生諸君新入生諸君新入生諸君，，，，立志立志立志立志のののの丘丘丘丘のののの新風新風新風新風となれとなれとなれとなれ。。。。

平成26年4月7日平成26年4月7日平成26年4月7日平成26年4月7日

生徒代表 佐々木 光生徒代表 佐々木 光生徒代表 佐々木 光生徒代表 佐々木 光

これを受けて，新入生代表の佐藤寛汰さんより

力強い「新入生決意の言葉」がありました。

「「「「新入生決意新入生決意新入生決意新入生決意のののの言葉言葉言葉言葉」」」」

やわらかな日差しに包まれ，立志の丘を吹き

渡る風が，春のささやきを運んでいます。

４月７日，私たち新入生59名はこの日をずっ

と心待ちにしていました。真新しく少し大きめ

の制服に身を包み，私たちは今，中学校生活へ

の期待でいっ

ぱいです。

また，私た

ちの入学をた

くさんの方々

から祝福して

いただいたこ

と，先生方・

先輩方が温かく迎えてくださったことに心から

感謝しています。さらに，一昨年より新しくス

タートし，歴史を刻み始めた躍動感あふれる西

仙北中学校の生徒になれたこと，そして，頼れ

る先輩方，良き先生方に出会えたことを幸せに

思います。

西仙北中学校同様，私たちの母校である西仙

北小学校も四つの小学校が統合し，たくさんの

仲間ができ，新たな歴史を刻みました。これま

での２年間で築き上げてきた友情と絆を中学校

生活や部活動などで，さらに深めていきたいと

思います。

これから始まる中学校生活で，私はがんばり

たいことが二つあります。

一つ目は，「学習」です。私は，統合してから

の２年間で学び合いの大切さに気づきました。

中学生になつてからも，学習で学び合いをする

ことは，小学校と変わらないと体験入学で聞き

ました。毎日の授業はもちろん，部活動やいろ

いろな場面で友達や先輩たちとたくさん学び合

い，難しいことにもあきらめずに挑戦していき

たいと思います。

二つ目は，「学校行事」です。私は，昨年立志

祭を見せていただきました。先輩たちが躍動感
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あふれるソーランのダンスにチャレンジしたり，

心を一つにして大いなる秋田を歌ったりする姿

を見て，とても感動したのを覚えています。今

日からは，その一員になり，よりよい学校を築

いていくために，創意工夫し，互いに知恵を出

し合い，立志祭をはじめとするたくさんの行事

に意欲的に参加し，先輩たちと力を合わせて，

成功させていきたいと思います。

今後，いろいろなことに悩んだり壁にぶつか

つたりすることがあるかもしれません。しかし，

私たちは小学校生活で，先生方や家族に支えて

もらいながら，様々な問題を一つ一つ乗り越え

成長をしてきました。そして，今日はたくさん

の先輩方にも出会え，期待がふくらんでいます。

これからスタートする三年間という大切な時

間を，共に歩みながら，私たち59名は，さらに

強い絆をつくって楽しく充実した最高の中学校

生活を送ることをここに誓います。

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年 ４４４４月月月月７７７７日日日日

新入生代表 佐藤 寛汰新入生代表 佐藤 寛汰新入生代表 佐藤 寛汰新入生代表 佐藤 寛汰

入学式が終わってから，新入生歓迎をお祝いし，

吹奏楽部と２・３年生在校生による「大いなる秋

田 第３楽章」の演奏がありました。

この後，学級担任他の発表があり，入学式から

の一連の活動が終わりました。

新入生は，保護者の皆さんと学級写真を撮影し，

帰宅となりました。

毎日，元気に登校してくることを期待します。

平成26年度 職員紹介

平成26年度のスタッフを紹介します。

校 長 佐藤心一

教 頭 木村百合子

主 事 鈴木道幸

養護教諭 佐藤繭美（保健主事）

教 員 藤澤和弘（教務主任）

技能員 佐々木正信

校務補助 佐藤薫

初任者担当 須田綾子（兼務）

教員（教育専門監）小原衿子（兼務）

心の教室相談員 佐藤のり子（兼務）

図書館支援員 長澤久美子（兼務）

ＡＬＴ ホーウィッツ マシュー（兼務）

１年部 主 任 杉山剛 （生徒指導主事）

Ａ組担任 後松静香

Ｂ組担任 岩谷佳生

学年担任 芳谷由佳子，佐藤則子

２年部 主 任 瀬田川恵子（研究主任）

Ａ組担任 泉徳人

Ｂ組担任 増田真弓，釜田香

学年担任 三浦翔太

学年担任 佐藤繭美

３年部 主 任 今野悦子（進路指導主事）

Ａ組担任 佐々木慎太朗

Ｂ組担任 田中真二朗

Ｃ組担任 佐々木喜香

Ｆ組担任 古屋英美

Ｇ組担任 髙田和俊

交通安全週間始まる

春の全国交通安

全週間が４月６日

から（～15日）

はじまり，小中連

携で，２年生の徒

歩・自転車通学の

生徒が，西仙北小

学校玄関前にて

「あいさつ運動」

を行います。４月７日の早朝は，とても寒かった

ですが，元気にあいさつを交わしました。

また，新入生の皆さんにおかれましては，自転

車通学が初めてという生徒もおりますので，自転

車の運転には十分気をつけるよう，お願いいたし

ます。

の行事

04(金)新任式，始業式

07(月)入学式14:00~

08(火)給食スタート，新入生歓迎会

10(木)ひまわり化粧

11(金)ひまわり開花，学級役員認証式，専門委員会

14(月)時間割スタート，部活動発足会

17(木)生徒を語る会Ⅱ

21(月)職員会議

22(火)全国学力学習状況調査，１・２年テスト

23(水)ＰＴＡ授業参観，ＰＴＡ総会(14:00～)

26(土)郡市春季大会～27日(日)

28(月)大仙市教職員研究集会，大曲仙北教育研究

会総会(11:00下校)

29(火)昭和の日，郡市春季野球大会3日目


