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日 曜

3 月

4 火

5 水

6 木

8 土

9 日

11 火

12 水

13 木

15 土

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

31 月
大晦日

大清掃

特別支援学級合同学習会

マーチング全国大会
全国中学校駅伝大会（～１６日）
県秋季大会（卓球 ～１６日）

２年球技大会

３年学習会

大いなる秋田大演奏会（大曲市民会館、開演１３時３０分）

冬季休業開始（～1/13）     ３年学習会
田沢湖スポーツセンターフレンドリーキャンプ（～２８日）
東北中学校バドミントン大会（～２８日）

天皇誕生日
アンサンブルコンテスト

性教育講座（３年生）
学校保健委員会

県南中学校バレーボール大会

振替休日

３年基礎学力テスト③英語
３年生校歌録音
専門委員会

学校行事　等

秋田県学習状況調査
３年実力テスト

ＰＴＡ授業参観日・教育講演会

吹奏楽部壮行演奏会（大曲体育館、開演１６時３０分）

フッ化物洗口
租税教室（３年生）

御用納め

雪まる隊体験発表（滝沢市）

１年球技大会

朝読書読み聞かせ（担外）

学校安全日　　学校生活アンケート

降雪期に入りました。自転車通学は、１２月７日迄

とします。詳しくは、本日（３日）発行の生徒指導部

便りＮｏ.17でご確認ください。

１１月２６日に新生徒会役員認証式が行われ、全校

生徒会役員、専門委員会委員長、学年生徒会三役、

学級正副委員長に校長から認証状が手渡されまし

た。また、全校生徒会の引き継ぎセレモニーも行わ

れ、齊藤前会長から小松新会長に、感謝や期待の言

葉とともに、曲中祭でのバッジ販売で得た収益金が

贈呈されました。

＜全校生徒会＞

生徒会長 小松瑞季

〃副会長 藤本駿世 山田来佳

執行部員 益滿昂佑 佐々木悠希 佐々木華奈

高橋華子 鈴木 竜成 鈴木 伸志

小松未旺 梅津帆乃佳 佐々木伊織

秋山梓穏

＜専門委員会委員長＞

委員会 委員長（団長） 委員会 委員長

生活 伊藤理沙子 厚生 吉川 実生

学習 鈴木 琉花 図書 千葉 向葵

報道 山崎 藍 安全 武田 和城

美化 武藤 和耶 購買 葛岡 咲良

保健 佐々木晴万 ＪＲＣ 大友健太郎

体育 伊藤 和之 心の力 染川 琴音

応援団 高橋 卓也
プロジ

ェクト
佐々木 海

※各学年生徒会と正副委員長については学年部報をご覧ください。

専門委員会代表の鈴木さん

学年生徒会三役代表の三浦さん 学級正副委員長代表の田味さん

全校生徒会代表の小松新生徒会長



～ヘルメットの必要性について理解を深めました～

この集会は、ヘルメット着用に関して、全校生徒か

ら出された質問や意見に答えるとともに、着用の必

要性について理解を深めるために行われました。

全校生徒から出された主な質問と回答の概略は

次のとおりです。

Ｑ１ ヘルメットをかぶると視野が狭くなるのでは？

Ａ１ 視野に変化はない。

Ｑ２ 頭部が重くなり走行に支障が出るのでは？

Ａ２ 重さは300～400ｇで、心配するほどではない。

Ｑ３ 学校の登下校以外にも着用が必要か？

Ａ３ 登下校＋部活動のとき着用する（土日や長期休

業中の登下校や部活動を含む）。プライベートで

自転車を使用するときは必要ない。

Ｑ４ 登校したらヘルメットはどこに置くのか？

Ａ４ 自転車のかごに入れる。盗難対策も考えていく。

Ｑ５ ヘルメットのデザイン等は全校で統一か？

Ａ５ 学校にサンプルとして届いているものの中から

選ぶ予定。ただし、親戚からもらったり、自分で

既にヘルメットをもっている場合は、それを着用

してもよい。

Ｑ６ 雨の日にカッパと併用できるか？

Ａ６ フードの下にかぶることは可能。ヘルメットの有

無による変化はあまりない。

Ｑ７ 価格はどのくらいか？

Ａ７ サンプルで届いているものは約3,000円。半額は

市から補助が出る。（補助の上限は1,500円）

残りは個人負担となる。

Ｑ８ 気を付けていれば事故に遭わないから大丈夫

では？

Ａ８ ※これについては、青信号で横断歩道を渡って

いる歩行者が、信号無視の車にはねられた

ニュースを紹介し、理解してもらいました。

この後、代表生徒４名と保護者代表・教員代表各１

名の合計６名で「ヘルメットの必要性」についてパネ

ルディスカッションを行いました。途中、２回ほどフロ

アからの意見や質問を受け付けました。しかし反対

意見は出ず、うなずく姿も見られ、ヘルメット着用に

ついて納得が得ら

れたようでした。

最後に沢屋校長から、次のようなお話がありまし

た。

いろいろな準備をしてくださった安全向上委員の皆

さん、そして、生徒代表としてパネリストを務めてくだ

さった４名の皆さん、ありがとう。今日の集会やこれ

までの安全向上委員からの資料で、命の大切さを改

めて考えるきっかけとすることができた。

交通事故が起きた場合、私は「もしあのときにヘル

メットをかぶっていたら助かったな」と思える事故があ

った場合、そのような後悔はしたくない。少しの可能

性でも、ヘルメットをかぶることによって命を守れる

のであれば、その可能性にかけてみたい。

学校では自転車通学の許可を毎年出しているが、

許可する条件の１つとして「ヘルメットを着用するこ

と」を加えたい。「よく生きる」とは自分だけではない。

全員が一緒になって、自分の命、そして仲間の命も

守る。そうやって生きていかなければならない。この

中の一人でもかけたら取り返しがつかないし、大変

悲しいことである。皆で一緒になって皆の命を守る。

そういう方針で進めていきたい。一緒に取り組んでい

こう。

【卓球部】

第13回美郷町オープン卓球大会

＜中学校２年男子の部＞

優 勝 ： 大石京太郎

＜中学校２年女子の部＞

優 勝 ： 佐藤有紗 ／ 準優勝 ： 大坂彩綾

【バレーボール部】

第33回平和中学校招待バレーボール大会 ： 優勝

第11回天鷺チャレンジカップバレーボール大会：優勝

【剣道部】

第40回洗心館招待小中学校剣道大会

＜女子団体＞ 準優勝

＜優秀選手賞＞ 佐々木珠理

【男子バスケットボール部】

第33回中仙親善少年バスケットボール大会 ： 優勝

【美術部】

平成30年度明るい選挙啓発ポスターコンクール

佳作 ： 堀川愛華

【吹奏楽部 壮行演奏会】

◇１２月８日（土） 大曲体育館

◇開場 午後４時 開演 午後４時３０分

◇テーマ 「 An Eagle's Flight 」

たくさんのご来場を
お待ちしています！


