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大仙市立 西仙北中学校
学校通信

平成26年４月25日
No.３

ＰＴＡ授業参観，総会

４月23日（水）にＰＴＡ授業参観並びに総会，

学年部会が開催されました。総会には１３０名（保
護者＋教職員）の参加でした。授業参観は，140

名ほどでした。

授業参観では，お父さん，お母さんにお手伝い
してもらった学級の授業もありました。本校では，

今年度から「保護者による学習参加」を計画して

おりますので，ＰＴＡ授業参観の際は，保護者の
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

総会の校長あいさつで次のようにお話しました。

校長あいさつ

今年も本校の校長として開校以来３年目とな

りました。一年間よろしくお願いいたします。

春が来たのに寒いです。朝の気温は8℃くら
い，昼は13℃から16℃くらいまで上がるよう

ですが，温度変化が激しいので，生徒の皆さん

には春季大会を目前に控え，体調を崩さないよ
う，よろしくご家庭でもお願いいたします。

さて，先月の12日から3日間，3年生と一緒

に沖縄に行ってきました。寒かったです。第一
声は，寒い！でした。そして雨の中の首里城。

傘をさしての記念撮影は初体験でした。１日目

の夜に，糸満市の中学生と再会を果たしました。
平和学習がすばらしかったです。それよりもす

ばらしかったのは，彼らが挨拶のときに，感激

で涙を流しながら「会えてうれしい」と言って
くれたことですね。たった３日間（昨年の10月）

のおつきあいでしたが，双方にとって一生の宝

となりました。現在の２年生も，来年の３月に
沖縄で，糸満市の中学生と再会することができ

ます。糸満市の担当の與那覇先生は異動されて

しまいましたが，糸満市の教育委員会では是非，
交流したいと言ってくれました。楽しみなとこ

ろです。

卒業生の高校入試について，昨年度は異変が
ありました。本校には直接関係ありませんでし

たが，高校入試の合否に関して，受験生の入学

への意欲を見た事例がありました。これは，現
場の高校の先生方の気持ちの表れ，と聞いてい

ます。つまり，入学してから「仕方なく入学し

た」とか「私はこの高校に本当は入りたくなか
った」という生徒がいたということだそうです。

入学後，それをなだめて，いいところまで育て

ても中途退学。だったら，入試の総合的な判断
（試験や試験を受ける態度，面接，内申書等）

からして，まずは不合格にしましょう，という

ことでした。本当に高校に入学してがんばりた

いのであれば，２次試験もありますので，そち

らを受験していただく，ということです。

このことから私たちはどんなことを学んだか。
受験生は，自分がどの高校に入学して何をやり

たいのか，という目的意識をきちんともつこと

です。自分の希望する高校の学科が，将来の職
業に直結しているとか，あるいは部活動を一生

懸命続けたい，とか。その辺を中学校の進路指

導できちんと行っていかなければならない，と
いうことです。

しかしながら，学校だけで中学生の意識を変

えるということではなくて，保護者の皆さんの
家庭の力，地域の力で共同で生徒たちを育んで

いきたいと考えております。

このことと関係あるのですが，本校では，今
年も「学び合い」と「キャリア教育」を推進し

ていきます。先週の学校通信に，詳細にその意

味するところを書きましたが，学び合いを続け
ることによって，生徒たちには活用力，そして

人間関係形成力がついてきます。本日の授業の

中でも生徒同
士が関わり合

う「学び合い」

の場面をご覧
になった方も

いらっしゃる

と思います。
また，キャ

リア教育，と

いう言葉ですが，キャリアというのは，「社会で
の自分の役割の積み重ね」という意味です。私

は，今，ここでは校長ですが，家に帰れば夫で

あり，両親が健在ですので子どもであり，また
世帯主であり，趣味の合唱団に行けば団長もや

っています。妹に会えば，兄としての役割もあ

ります。人は，場面場面でいろいろな役割をも
っていて，その役割をどのように果たしていく

かで，その人の人生の深まりが出てくるのです。

そのための教育がキャリア教育で，主として授
業の中でこの能力が培われます。

更に，キャリア教育として，本日各学年部Ｐ
ＴＡで説明があろうかと思いますが，1年生は，

白神宿泊体験(7月6～7日)，職場体験(9月2日)，

ふるさと学習，2年生は職場体験(7月16～18
日)，盛岡自主研修(11月7日)，沖縄修学旅行（3

月16～17日)，3年生は大学訪問(7月2日)ふる

さとを知る学習(田沢湖一周ラリー：9月1～2
日），高校体験入学，進路講話集会などを行いま

すので，皆さんのご協力をよろしくお願いいた

します。
キャリア教育という言葉を知っている保護者

の方々は，ある調査で全体の３０％だそうです。
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今日総会に出られた方は，キャリア教育につい

て，その言葉を知ったわけですので，大変幸せ
なことだと思っています。

重ねて一年間よろしくお願いいたします。

事業報告，決算報告，監査報告があり，役員改

選で次の方々がＰＴＡ正副会長となりました。

会 長 佐々木一弘さん （３Ａ聖南さん）

副会長 堀江 正浩さん （３Ｂ香那さん）

副会長 柳葉 敏郎さん （３Ｂさくらさん）
副会長 後藤 康文さん （２Ａ和希さん）

副会長 佐藤 心一 （校長）

なお，司会である昨年度のＰＴＡ会長大沼さん

より，規約には，校長を入れて５名であるが，生

徒の人数等を勘案していくと，今年度は欠員１名
として，将来的には，副会長の人数をさらに少な

くしていく方向で，という話があり，承認されま

した。
この後，学年部会が開催され，各学年部役員が

次のように選出されました。

◇１年部

部 長 若松 昭広さん （１Ｂ広也さん）

副 部 長 佐々木文隆さん （１Ａ愛文さん）
監 事 嵯峨 寿さん （１Ｂ遼平さｎ）

母親委員 阿部菜穂子さん （１Ｂみなみさん）

◇２年部
部 長 田口 直子さん （２Ｂ輝さん）

副 部 長 阿部 明子さん （２Ａ真己さん）

監 事 寺山佳代子さん （２Ａ莉奈さん）
母親委員 斎藤由美子さん （２Ａ響貴さん）

◇３年部

部 長 柳葉 敏郎さん （３Ｂさくらさん）
副 部 長 太田一明さん （３Ｃ里歩さん）

監 事 小笠原伸一さん （３Ｃ未久さん）

母親委員 朝田美喜子さん （３Ｂ麟太郎さん）

春季大会 明日から

大曲仙北春季大会が明日から始まります。各部
の日程をお知らせします。

◎◎◎◎ 第64回大曲仙北中学校春季野球大会第64回大曲仙北中学校春季野球大会第64回大曲仙北中学校春季野球大会第64回大曲仙北中学校春季野球大会

第１試合 ４月26日 12:00
西仙北－大曲（緑地公園野球場）

第2試合 ４月27日 10:00

西仙北－（角館－太田の勝者）
（神岡野球場）

準決勝 ４月29日 9:00（西仙北中野球場）

決 勝 ４月29日 準決勝終了後９０分後
（神岡野球場）

◎◎◎◎ バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール（サンスポーツランド協和体育館）

第１試合 ４月26日 10:15
西仙北－西明寺

第２試合 ４月27日 10:15

西仙北－（桧木内－大曲の勝者）

準決勝 ４月27日 11:00頃

決 勝 々 12:00頃
◎◎◎◎ バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール大会大会大会大会(美郷中学校体育館)

男子第１試合 ４月26日11:20 西仙北－平和

第２試合 々 13:50 西仙北－大曲
決勝リーグ ４月27日 10:05，12:35

◎◎◎◎ ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス大会(大会(大会(大会(大仙市総合公園テニスコート)

女子 団体戦 ４月26日
第１試合 9:00 西仙北－中仙

第３試合 11:00 西仙北－美郷

決勝トーナメント
個人戦 ４月27日

女子６組，男子スポ少１組

◎◎◎◎ 卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会(美郷総合体育館リリオス)
男子 団体戦 ４月26日 予選・決勝リーグ

大曲，西仙北，協和，美郷

個人戦 ４月27日

応援よろしくお願いいたします。

の行事

01(木)開校記念日(生徒は休業日）

02(金)ＮＩＳＨＩＳＥＮ陸上(給食なし)

03(土)憲法記念日，郡市春期柔道大会，稲川中学

校招待バスケットボール大会

04(日)みどりの日，バドミントンカスカワ杯(山

形)～５日

05(月)こどもの日，須川中学校閉校記念バスケッ

トボール大会

06(火)振替休日

07(水)ＮＩＳＨＩＳＥＮ陸上予備日(給食なし)，
ＰＴＡ評議員会

08(木)尿検査，眼科検診

09(金)生徒総会
10(土)全県春季バドミントン大会～11日(美郷中

体育館)，春季西仙北中招待野球大会

12(月)陸上・応援練習～16日
16(金)県春季野球大会～18日

17日(土)全県春季大会(バスケ，バレー，卓球，

ソフトテニス)
18(日)吹奏楽定期発表演奏会(大曲市民会館)

19(月)郡陸上準備・壮行会

20(火)郡陸上1日目(給食なし)
21(水)郡陸上2日目(給食なし)

22(木)郡陸上予備日(給食なし:火曜日課)

24(土)西仙北招待野球大会~25日
25(日)親子チャレンジアカデミー(本校陸上競技

場：為末大・伊藤友広 両氏来校)，協和

中学校招待ソフトテニス大会
26(月)職員会議

27(火)３年実力テスト，尿検査，中央委員会

29(木)避難訓練Ⅰ，金曜日課
30(金)木曜日課

31(土)神代中学校招待野球大会


