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佐藤則子先生，ありがとうございました。

6月25日(水)，朝の全校集会で，佐藤則子先生
の離任式が開かれました。
佐藤先生は，病気で休まれていた芳谷先生の代

わりとして４月から本校に赴任し，家庭科の授業，
部活動は卓球部で，本校の生徒たちを支えてくれ
ました。このたび，芳谷先生が6月30日から復帰
することになり，朝の離任式となりました。
はじめに，校長が，郡市総体で奮闘した全校生

徒を讃え，その中の卓球部を支援してくれたのが
佐藤先生であると紹介しました。
次に，生徒代表として3年生髙橋颯馬さん（卓

球部キャプテン）が，佐藤先生にお別れの言葉を
述べました。卓球部での指導のこと，そして一つ
の細かい指導で自分の力量がアップしたこと，更
に，スキーも得意なことを聞いて驚き，是非，ど
こかでスキーを一緒にやりたい，等のことを話し
ました。
花束は，同じ卓球部の佐藤雅紀さんが渡しまし

た。
佐藤則子先生から

は，西仙北中学校に
赴任して，入学式で
自分も一緒に入学し
た気分になったこと，
この体育館でひまわ
りの花に絵を描き，
それを立志の丘に掲
示したこと，ＮＩＳ
ＨＩＳＥＮ陸上，郡陸上，そして郡市総合体育大
会での活躍等，前期前半でのめまぐるしい行事の
中で，生徒の皆さんと一緒に活動できたことのす
ばらしさについて触れられました。佐藤先生の西
仙北中学校生徒の印象は，あいさつをするときに，
目を見てあいさつを交わしてくれることのよさを
述べてくれました。目が合うとどきりとするので
すが，そのことで相手への印象がとてもよくなる
そうです。
また，どこかでお会いした際には，気軽に声を

かけてほしいと呼びかけられ，お話が終わりまし
た。
佐藤則子先生，わずか３か月弱の短い間でした

が，本校のためにご尽力，誠にありがとうござい
ました。

芳谷由佳子先生，復帰です

佐藤則子先生が離任され，6月30日(月)から芳
谷由佳子先生が復帰されました。
２・３年生の皆さんはすでに芳谷先生を知って

いますので，１年部で，早速，朝に学年集会を開
催し，芳谷先生との「出会いの会」を行いました。
はじめに，Ａ組の代表生徒から学級の様子，こ

れからも賑やかな学級だけれどもよろしくお願い
しますと，そして，Ｂ組からも芳谷先生と出会え
たことの喜び，これからよろしくお願いいたしま
す，とありました。
杉山学年主任から，芳谷先生の紹介がありまし

た。
そして，最後に芳谷先生

から，休んでいたことの理
由や，昨年も１年生の学級
担任をしていたことの経験
談，また，白神宿泊体験の
ことなどにも触れられまし
た。

ウルトラセブンがやってくる！！
秋田県で一番受けたい授業 in
西仙北中学校 を行いました！

7月1日(火)のＰＴＡ授業参観では，標記のよう
に，各業界の一流人７名の講師の先生方を本校に
お迎えし，「自分の職業について」「自分の人生に
ついて」の授業をしてもらいました。
はじめに，全校生徒の前で，ＰＴＡ会長佐々木

一弘さんから一人一人の紹介と簡単な自己紹介が
ありました。
講師陣は次の先生方でした。

① 一級建築士
② スペイン語通訳・セミナー講師
③ 客室乗務員（キャビンアテンダント）
④ 銀行員
⑤ アナウンサー
⑥ 新聞記者
⑦ ホテル経営者
いよいよ授業の開始です。美術室，１Ａ，１Ｂ，

２Ａ，２Ｂ，３Ａ，３Ｂの教室に事前に希望をと
っていた生徒が２８～９人ずつ，縦割りで入りま
す。後ろでは保護者の皆さんや本校職員も聴講し
ました。
４０分が１授業で，イ

ンターバルの１０分間で
生徒は教室を移動しま
す。同じ授業を２回聞い
た保護者の方からお話を
聞いたら，２回目は１回
目と少し変えて話してい
た先生もいました，と感
想がありました。また，講師の先生の中には，自
分の話をしているうちに，昔を思い出されたのか
涙ぐんだ方もいらっしゃいました。
授業終了後の質疑応答や感想発表，そして花束

贈呈など，どの学級の生徒もしっかり自分の言葉
で話していました。
保護者の皆さんも，とてもよい企画で，ために

なる授業がたくさんあったとお話されていました。
キャリア教育の一環としてＰＴＡ研修会とのコ

ラボでした。講師陣の先生方に，帰りの会で私は
次のようにお話しました。

「秋田県は，キャリア教育に重点を置いたふるさ
と教育を推進しています。そして，キャリア教育
について４月のＰＴＡ総会で会員の皆さんにお話
したところ，すぐに新ＰＴＡ会長さんが，ＰＴＡ
研修部に働きかけ，今回の企画を立ててくれまし
た。私も皆さんのお話を所々，聞いて回ったので
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すが，どの教室も去りがたい気持ちになりました。
皆さんの生徒の心をわしづかみにする素早さ，自
分を一瞬のうちにひらいて生徒に本音をぶつける
すばらしさ，など心打たれるお話でした。できれ
ば，一人一人のお話を一日３時間くらい聞きたい，
そんな気持ちにさせられました。本校は,これから
もキャリア教育を推進し，生徒を育んでいきたい
と思いますので，今後ともご協力よろしくお願い
いたします。本日は本当にありがとうございまし
た。」
会が終わってから，全員で記念写真を撮って終

わりとなりました。講師の皆さん，そしてこの会
を企画してくれたＰＴＡ研修部の皆さん，ありが
とうございました。

友輪学年 大学訪問 実施

7月2日(水)，３年生全員が，秋田市にある四つ
の大学に二つのバスに分かれて出かけました。
「秋田大学 国際教養大学コース」には，大型

バスに51人が乗り，「県立大学 公立美術大学コ
ース」には，マイクロバスに26人が乗りました。
引率の先生方ももちろん乗りました。
７月1日に仕事人の講話を聞いて，この日は大

学訪問，新しい世界をたくさん経験して，自分の
人生に生かしてほしいものです。
生徒の感想は次のとおりでした。

・思っていたよりも大学の施設設備がすごい。
・美術大学には図書室に高価な美術の本がたくさ
んあった。

・県立大学も研究施設が充実しており，実験でき
る部屋が多数あった。

・国際教養大学で外国の学生と触れ合う体験がで
きてとてもよい経験になった。今回の大学訪問
で大学進学の意識が高まった。

・お昼は学生食堂で360円のうどんを食べた。
・大学内のいろんな場所を回ることができて，楽
しかった。

３年生は，２年生時に専門学校にも訪問してい
ます。これから始まる高校体験入学に今回のこと
が生かされることを願っています。

秋田県統計グラフコンクール準備講座

7月4日(金），本校のパソコン＆クリエイト部に，
あきた県庁出前講座で，秋田県企画振興部調査統
計課から２名の講師が来校し，部活動の時間に講
義をしてくれました。
グラフコンクールと

いうのは，どのような
ものであるか，そして，
どのような作り方をす
ればよいのか，更に，
過去に自分たちが作っ
た作品についての不備
等についてご指摘等をいただきました。
最後に，部長の佐々木萌さんから，「グラフコン

クールの意味が分かったし，何よりも自分たちが
昨年作成した作品の不備が分かり，とてもよい機
会となりました。本日は，大変ありがとうござい
ました。」と感謝の言葉がありました。
夏季休業中に，明確な視点のもと，心に訴える

グラフ作品ができたらうれしいです。

１年生 白神宿泊体験学習

7月6日(日)～7日(月)の１泊２日の予定で，１
年生５９名の白神宿泊体験がありました。
◇ 第一日目(6日)
この日は，日曜日の朝にもかかわらず，３０名

ほどの保護者の皆さん，そしてご兄弟の見守る中
で，出発式を行い，２台のバスと緊急車両１台で，
快晴の中，白神に向かって出かけました。
10時過ぎに白神に到着し入所式を終えました。
「入所式では，生徒の挨拶がよく，誉められま

した。好スタートです！」と岩谷先生のコメント
がありました。 漁師料理の体験で，火おこしな
どを行い，つみれ汁の調理なども行いました。新
鮮な旬の味を満喫しました。

午後は，海釣りにシーカヤ
ックでした。日本海で思いっ
きり活動しました。生徒たち
は初めての体験で生き生きとした表情をしていま
した。連続の体験ですが，子どもたちはとても元
気でした。
午後6時頃から夕食の時間。おかずは大好物ば

かり！ 給食はあまり食べない生徒がおかわりをし
ていました！
食後はカーリングを屋内で気軽に楽しむために発
案された「ユニカール」という競技です。戦略的
に協力することが求められる競技でした。
この後，入浴，健康観察，人員確認をして午後

10時には消灯となりました。
◇ 第二日目(7日)
二日目の朝，眠たそうな顔を

していた生徒たちでしたが，朝
ご飯をモリモリ食べて充電完了
です！
十二湖，ジオパーク，大自然

と対話する一日の始まりです。学級Ｔシャツがま
ぶしいです。
十二湖自然観察では，神秘的な雰囲気の原生林

の中を散策しました。
青池の透き通った水に

感動の声があがりました。
「なぜ青く見えるのか
な？」といった疑問を質
問する生徒がいました。
ジオパークでは，大地

の息吹を感じ，数億年と
いう時間スケールに驚い
ていました。
２日間で世界がいくらか広がったようです！
午後４時に帰校し，解団式を行いました。
解団式では，感想発表が，４人の生徒からあり，

どの生徒も協力することのすばらしさ，そして協
力すると物事がはやくできることを実感した，と
ありました。
また，団長である木村教頭先生から，「1年生が

協力し合って，数々の場面で的確に行動していま
した。また，助け合いの精神で，できた人が他の
仕事を手伝ってくれる場面などがあり，胸にこみ
あげてくるものもありました。」と1年生の活動の
様子を紹介してくれました。
今回の体験を学校生活の何かで生かしてくれれ

ばうれしいです。
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３年生 性教育講座

7月7日(月)の5校時に，地域にある病院の医師
伊藤晴道先生による「性教育講座」が開催されま
した。
プロジェクターを使用し，人間の尊厳，人間は

どうあらねばならないか，から導入されたお話で
した。
主な生徒の感想は次の通りでした。

・コミュニケーション力を磨くことは大切である
ことを学んだ。

・この講座で命の大切さや家族の大切さを知るこ
とができてよかった。

・性のことについていろいろと知ることができて
よかった。このようなことを他の人にも広めて
いって，みんながやっていいこととやってはい
けないことを区別して生活してもらいたいです。

・家族との団らんをこれから大切にし，他人の気
持ちをしっかり考えられる大人になれるよう，
努力したいです。

伊藤晴道先生，ありがとうございました。

秋田県中学校総合体育大会 結果

７月１２日(土)～１４(月)に各会場で行われた全

県総体の結果をお知らせいたします。各監督のお

話を聞くと，あと一歩のところでというのが，ほ

とんどでした。どの試合でも自分たちの力を信じ

て，試合を投げたり，あきらめたりする選手は皆

無だったということでした。

◎ バスケットボール（男子）ベスト８

１回戦 西仙北○６１－４５●大館第一

準々決勝 西仙北●４８－６６○山王

◎ ソフトテニス（女子）ベスト８

団体戦

１回戦 西仙北○２－１●仁賀保

２回戦 西仙北●０－２○増田

個人戦 柳葉さくら・武藤緋色組 惜敗

小笠原未久・進藤恵実香組 ３回戦惜敗

◎ バドミントン

団体

男子 3位

１回戦 西仙北●1－２○岩城 （美郷が優勝）

女子

１回戦 西仙北●１－２○岩城 （岩城が優勝）

個人戦 女子ダブルス 3位

男子 シングルス，ダブルス 惜敗

女子 シングルス 惜敗

ダブルス 後藤杏樹，齊藤愛組 第３位

（東北大会進出をかけた試合では惜敗。）

◎ 陸上競技

走り幅跳び 佐々木聖南 ４ｍ６６ 予選通過

決 勝 ４ｍ０５ ベスト12

低学年女子400Ｍリレー予選３組 ４着通過

(京極綾香，斎藤菜摘，田村紬寧，佐々木舞央，

髙橋奏子，佐藤愛美)

準決勝 ３組 ４着 56'90 敗退

共通女子400Ｍリレー予選６組 ７着55"69敗退
(後藤爽華，佐々木聖南，長谷川華鈴，齋藤藍実，

堀江香那)

四種 長谷川華鈴 1712点(自己ベスト)13位

ハードル１８秒67，高跳び1m30cm，
砲丸投げ8m22，200M30秒22

共通女子100M予選 齋藤藍実 3組5着14秒41敗退

100MH 予選 堀江香那１組5着1８秒62敗退

◎ 卓球

個人戦 星宮朋貴●２－３○桜中

２年生 職場体験

7月15日(火)～17日(木)までの３日間，西仙北，
神岡の各事業所３１か所で，２年生62名による職
場体験を行いました。
初日は，各事業所の社長さんや担当の方から説

明を受けていたり，一日職場にある宝物を探しな
さい，などの指示を受けたり，事業所固有の仕事
はじめとなっておりました。
２日目の午後ににわか雨

が少し降りましたが，それ
以外は好天に恵まれ，清々
しい中での職場体験となり
ました。
終わってから，各事業所

から評価が届きます。自己評価とどれだけ異なっ
ているか，職場体験を振り返ってみることも学習
の一つだと思います。
地域の皆様には，毎年，この時期，本校の職場

体験にご協力くださり，誠にありがとうございま
す。来年もよろしくお願いいたします。

全国通信陸上 長谷川華鈴さん
８位 入賞おめでとう！

７月19日(土)～20日(月)，全日本中学校通信陸
上競技秋田県大会が大館長根山陸上競技場で開催
されました。
この大会へは，郡市大会で上位３位に入賞した

選手だけが出場できます。
本校からは，３名，走り幅跳びの佐々木聖南さ

ん，四種の長谷川華鈴さん，１００ｍハードルの
堀江香那さんが出場しました。
３名とも全力を振り絞り，中でも長谷川華鈴さ

んは自己ベストを更新し８位入賞しました。おめ
でとうございます。
◎ 全日本中学校通信陸上競技秋田県大会
・四種 ８位 長谷川華鈴 1774点

100ＭＨ 18秒21 467点
走り高跳び 1m30 409点
砲丸投げ 8m39 458点
200Ｍ 30秒62 440点

・100ＭＨ 堀江香那18秒96
・走り幅跳び 佐々木聖南 4m29

全日本吹奏楽コンクール第56回秋田県
県南地区大会 小編成の部 金賞！
おめでとう！

7月20日(日)，湯沢市民会館で行われた標記大
会で，本校吹奏楽部は３年連続の金賞を受賞しま
した。
大会前は，いろいろな事情がありましたが，何
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とか本番までこぎつけ，顧問の藤沢和弘先生のお
話では「演奏後に部員の顔を見たら，清々しい顔
で，満足した様子であった。楽しめた演奏であっ
た。これで県大会へ行けなくても悔いはない。」と
ありました。その通りの演奏で，見事金賞となり，
８月10日(日)に秋田県民会館で開催される秋田県
大会への出場となります。
曲目は，昨年度と同じタイトルですが場面が異

なる次のバレエ音楽でした。

「バレエ音楽 『三角帽子』より 代官の踊り
終幕の踊り」作曲 Ｍ．ファリャ 編曲藤沢和弘

7名の審査員講評の一部をお伝えします。

○小林恵子（指揮者）
とてもまとまりのある，構成力のあるファリャ

でした!!!
「代官」も「終幕」ももちろんバレエ音楽なの

で，もっとテンポ感，リズム感が統一されればよ
かったですね。アンサンブルとしてはとても良か
っただけに惜しかったです。
○河野玲子（打楽器奏者）
とても細かい部分にまで気を配った演奏でし

た。ややおとなしい印象も受けました。
この曲の生き生きしたリズム感や場面転換など

表現できるとよいですね。
○西尾貴浩（サックス奏者）
サウンドはとてもよいのですが，フレーズ感が

もっとあるとよいですね。拍子感ももう少しあっ
たほうがよい（若干のバラつきの原因）。
終幕はバランスが難しいですね。伴奏が少し大

きくなってしまい，低音がやや足りなく，上に片
寄ってる感じですね。
よく練習してあると思います。

○片岡寛晶（作曲家）
上質なサウンドをもっていますね！
中音域，良い音ですね！
低音の推進力，もっと欲しいです。
音を切る瞬間のサウンド，響きが暗いです。調

整されてみてください。
○深石宗太郎(ユーフォニアム奏者)
・各場面の音色，色彩感のあるオープニングです。
・細部までとてもていねいな仕上げで好感のもて
る演奏です。少人数ではありますが，曲全体の
構成感がしっかりしていて，効果的な場面とし
て展開できています。

・少し安全面に意識が…。
・頂点へ向かうエネルギーがもっとほしいと感じ
ました。

○秋山かえで（クラリネット奏者）
ていねいな音づくり，音楽づくりを感じさせる

演奏でした。バランスのとれた響き，あたたかな
のびやかな音色，ともに魅力的です。
○池田英三子（トランペット奏者）
音色感がとても良いですね。よくコントロール

されていると思います。終幕の踊りはもっと躍動
感が出ると良いと思います。頭のTrp.muteの部
分だけはもっと突き抜けるような音色でも良いは
ずです。出てほしいところとあまり音量は要らな
い刻みの部分の吹きわけがもっとできると更に良
いですね。

講評には，上記の他に＜今後に向けて＞のアド
バイスがあります。専門的用語が多かったため後
半は割愛しましたが，最後の池田先生は次のよう

に書いていました。
＜今後に向けて＞
ファリャの音楽なので，上品な部分とそうでな

い部分があっても良いと思うのです。音色をこわ
さない程度に，もっと熱い表現ができるところも
あると良いと思います。
でも中学生とは思えないくらいよくコントロー

ルできていると思います。今後が楽しみですね。

部員一人一人が，この審査員の講評を読み，次
の大会まで指導されたことを確実に行うことがス
テップアップにつながると思います。ますますの
練習を期待します。

釜田香先生 ありがとうございました

２年Ｂ組学級担任の釜田香先生が，7月29日で
本日，離任式がありました。離任のごあいさつで，
釜田先生は次のようにお話されました。
「初めての中学校教員ということで，右も左も分
からない手探り状態でしたが，生徒の皆さんを始
め，職員の皆様に助けられながら，なんとか自分
の職を全うすることができました。これからも教
員を続ける気持ちですので，この３か月間に学ん
だ事柄を生かして仕事をしていきたいと思います。
今日までありがとうございました。」
２年Ｂ組の学級担任，国語の教科指導，そして

バドミントンの監督を務めてくれました。さらに，
図書委員会の先生として良書を選定してください
ました。若い西仙北中学校を更に生き生きと豊か
なものにしてくれました。今までありがとうござ
いました。

夏季休業中の予定

７月
23(水)小中合同早朝クリーンアップ活動，３年学

習相談
24(木)モデルロケット制作打ち上げ講習会(本校

理科室，グラウンド)，３年学習相談
25(金)～30日(水)全県少年野球全校応援
31(木)３年学習相談
８月
01(金)３年学習相談
02(土)郡市バスケットボールサマーリーグ(大曲中)
03(日)市町村対抗駅伝大会選手選考会9:00～(本校)
05(火)３年学習相談
09(土)こけし杯バレーボール予選大会(本校)
10(日)吹奏楽コンクール秋田県大会(県民会館)
15(金)ふるさと西仙まつり(吹奏楽部16:00～，

灯籠流し19:35～，花火大会20:00～)
18(月)音楽室窓工事~29日まで
19(火)作業停電(8:00~17:00)
21(木)中学生サミット(13:45~大曲中)
22(金)駅伝監督会議，新人総体抽選会，漢検
23(土)羽後中学校招待野球大会
24(日)平和中学校招待野球大会，県選抜バレーボ

ール選手選考会(大潟)
25(月)前期後半始まり
26(火)１・2年夏休み明けテスト，専門委員会
27(水)田沢湖一周駅伝競走大会壮行会
28(木)田沢湖一周駅伝競走大会
29(金)中央委員会，収納伝達
30(土)大曲西中学校招待野球大会
31(日)山内中学校招待野球大会


