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～校 訓～ 「立志 善心 叡智」

～学校教育目標～
｢学び合い 支え合い 高め合い｣

2月10日(月)は地域の伝統行事である
｢刈和野の大綱引き｣でした。この日は1･
2年生が午後から「綱のばし」の作業を
お手伝いしました。また、大仙市広報に
入ってきたパンフレットにも紹介されて
いましたが、西仙北中生徒会でもこの行
事を盛り上げるために、様々な「お･も･
て･な･し」を考てくれました。右の手作
りマップもその一つで、来られたお客様
にも大好評でした。
今年の冬は本当に雪が少なかったので

すが、この綱引き行事に合わせたかのよ
うに雪が積もり、絶好の綱引き日和にな
りました。寒かったのですが、さすが西
仙っ子たちです。自分たちの地域の行事
のために、一生懸命おもてなしする姿が
たくさん見られ、来てくださった方々に
西仙北地域や西仙北中をアピールするこ
とができました。
本番の綱引きの際にも多くの西仙北中

生が参加し、地域の伝統行事を大いに盛
り上げてくれました。約20分間の熱戦で
したが、終わった後は勝敗に関係なく、
小中学生の充実した顔をたくさん見られ
たのがうれしかったです。改めて、地域
の伝統を守るのは、子どもたちなんだと
いう思いを強くしました。

2月12日(水)、仙北ふれあ
い文化センターを会場に、1
月にオーストラリアで研修を
してきた皆さんの報告会があ
り、本校からも2年生3名が
参加してきました。
佐々木 さんは「日本の

芸術の知名度を世界に広
めるためには？」、新田

さんは「大仙市の良
さを広くＰＲするにはど
うするべきか？」、佐々
木 さんは「日本とオ
ーストラリアの自然災
害への対策の共通点は
何か？」という課題を
それぞれもっての研修
でしたが、実際現地で
見たり聞いたりしたこ
とで課題解決に近づくことができたようで
す。報告会を参観された井合先生からは「全
員堂々とした発表ぶりで、研修に行く前より
もたくましくなったような気がします」との
感想をいただきました。3名の皆さん、素晴
らしい発表ありがとうございました。

2月12日(水)、西仙北小
学校の6年生56名が、体
験入学で西仙北中を訪問し
てくれました。
はじめに、国語･社会･数

学･理科･音楽･家庭の授業
を中1の皆さんと体験しま
した。はじめは少々緊張気
味のところも見られました
が、中学生の優しいアドバ
イスで、楽しく授業が進め
られたようです。
次に体育館で、1･2年生

による部活動の紹介です。
小学校にはない部活動です
ので、各部の紹介に小学生
みんなが興味津々のまなざ
しで見つめているのが印象
的でした。
小学生の感想からは、中学校での生活を今

から楽しみにしているとの感想が多く、今か
ら4月の入学が楽しみです。
今回の体験入学のために、がんばってくれ

た1･2年生の皆さん、本当にありがとうござ
いました。いい先輩になれそうですね。
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学校と地域との結
びつきに力を入れて
いる大仙市。とりわ
け西仙北中では、地
域との連携を大切に
しています。以前教
育長さんから直接ふ
るさと博士の上級認
定を受けた記事を掲載しましたが、3年生の
池田 さん、須合 さん、伊藤 さん
が、100ポイント以上の「名誉博士」の認
定を受け、2月19日(水)、市役所で市長表彰
ということで西山副市長さんから直接認定証
を受け取りました。
中でも池田さんは、すでに10月の段階で

名誉博士の認定を受けており、この日は大仙
市内小･中学生認定者26名を代表してあいさ
つを述べてくれました。西仙北中は、これか
らも「地域と共に」を実践していきます。

2月18日 (火 )、
今年度2回目の学校
評議員会が行われ、
大変お忙しいとこ
ろ、4名の評議員の
皆さん全員から参
加いただきました。
この日は、5時間

目の全クラスの授業をご覧いただき、その後、
生徒・保護者からのアンケートや本校職員に
よる学校評価などをもとに、話し合いが行わ
れました。
評議員の皆さんからは「授業では生徒全員

が大切にされている」「地域との連携活動が
うれしい」「あいさつが良い」などのご感想
とともに、「地域の子供の数が減って寂しい」
「ネットを介したＳＮＳなどのトラブルが心
配」などのご意見もいただきました。
今回いただいた貴重なご意見は今後の学校

運営に必ず生かしてまいりたいと思います。

○令和元年度大仙市スポーツ賞 奨励賞
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ：佐々木
軟式野球：堀江 、佐々木
空 手：太田

○西木招待中学校バレーボール大会 第３位
○第20回子供と家族の健全育成ペア標語
中学校の部 優良賞 阿部

さん(母)
「信じない 見えない人の その言葉」
「信じよう 身近な人の この言葉」

毎年、刈和野大綱引きの後に、西仙北地域
の小学生・中学生・高校生を対象に、綱引き
に関する短歌を募集していますが、西仙北中
でも1年生が作品を出してくれました。その
中から入賞した作品をいくつか紹介します。

「第10回刈和野大綱引き短歌大会」
<特選>
｢綱よいで ジョヤサジョヤサと 冬のうた

準備も全力 それが好きだな」(和田 )
｢つな引きに 合わせ降り出す 雪美し

通りにくり出し いざ決戦だ」(齋藤 )
<入選>
｢綱よいだ 三つの綱を 一つにし

がんばる姿 輝いていた」(小山 )
｢刈和野の 大きな綱を 引く祭り

来る人みんな 楽しむ祭り」(吉成 )
｢五百年 みんなでつないだ 伝統は

日本で一番 あつい綱引き」(佐々木 )
｢綱引きを ジョヤサジョヤサと 声合わせ

引っ張り続け 上町勝った」(天野 )
｢心こめ みんなで作る 大綱は

まるで地域の 宝のようだ」(吉川 )
｢伝統を 守り受け継ぎ 未来へと

引き合う綱は 地域の誇り」(太田 )
｢刈和野の 大綱引きで 上町が
優勢になった 行けジョヤーサノー」(太田 )

｢手間暇を かけて編みだす 大綱は
みんなの思い つまっているよ」(信田 )

<話題賞>
｢大綱よ その引き合いで 日本から

飛ばしてくれよ コロナウイルス」(田村 )
どの作品も、地域の伝統行事を大切にした

い願いや思い、地域を愛する気持ちがあふれ
ていますね。うれしい限りです。

３月の主な行事予定
日 曜 教 育 計 画
４ 水 １･２年実力テスト①

３年生入試激励会
スクールバス15:10あり

５ 木 公立高校一般選抜
１･２年実力テスト②
卒業式場設営
スクールバス15:10あり

６ 金 卒業式予行
３年学級離散会

７ 土 第８期生希翔学年「卒業式」
１･２年昼食持参
スクールバス14:30のみ

９ 月 3月7日の振替休業日
１０ 火 公立高校一般選抜追検査
１１ 水 ＰＴＡ会計監査＆役員会
１３ 金 公立高校一般選抜合格発表
１６ 月 テーマ集会(1年生主催)
１７ 火 公立高校二次募集受付(～18日ＡＭ１１時)
１８ 水 西仙北高校デンマーク研修発表会
１９ 木 修了式
２０ 金 春分の日(祝日)
２２ 日 春季休業開始(～4/4)

スプリングコンサート(大曲市民会館)
２３ 月 公立高校二次募集面接等実施
２５ 水 公立高校二次募集合格発表
２６ 木 大曲仙北内高校入学説明会
２７ 金 離任式･退任式

スクールバス11:40のみ


