
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

風が強いながらも，まずまずの PTA授業参観日和

となりました。ご多用中にもかかわらず多くの会員

の皆様においでいただき，感謝申し上げます。 
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＜＜＜＜PTAPTAPTAPTA総会＞総会＞総会＞総会＞    

 佐々木会長に議長をお 

願いし，会務報告及び会 

計監査報告並びに予算の 

審議などを進めていただ 

きました。詳しくは総会資料をご覧ください。 

最後に平成 29年度の役員改選が行われ，今年度は

次の方々に全校のPTAをリードしていただくことに

なりました。よろしくお願いいたします。 

役役役役    職職職職    氏氏氏氏    名名名名    

PTA 会長 佐々木 亮 

PTA 副会長 佐藤 尚志 

PTA 副会長 打川 元喜 

PTA 副会長 髙橋 誠幸 

監 事 最上 道明 

監 事 佐藤 博文 

監 事 木村  卓 

 

 

 

秋田県警から，過去 5 年間における県内の子供の

交通事故についての分析結果が届きました。 

●中学生の自転車乗用中の事故は，1年がピーク。 

●登下校時の事故が多い。 

自転車に慣れていない 1 年生とって，天候が安定

しない春先は特に注意が必要です。強風注意！！ 

 

 

18 日に，平成 29

年度全国・学力学習

状況調査が行われ，

本校でも 3 年生が

「国語「国語「国語「国語 AAAA」「国語」「国語」「国語」「国語 BBBB」」」」

「数学「数学「数学「数学 AAAA」「数学」「数学」「数学」「数学 BBBB」」」」

の４つの調査に挑

んでいました。 

最後に，生活習慣や学習習慣についての質問に答

える「質問紙」に答えて終了です。 

 

 

 

 

改めて村田文子教育専門監を紹介い 

たします。本務校は中仙中学校ですが， 

毎週水曜日に来校し，全学年の数学を担 

当してくださいます。 

G：大曲南中学校に来ての感想は？ 

M：勤務した経験はなかったのですが，自分の家（美 

郷町六郷）からとても近い！ということにびっく

りしました。 

G：さっそく授業でしたが？ 

M：覚えていること，わかったこと，考えたことを伝 

えたくてうずうず…という感じの生徒が多くて

楽しかったです。こうでなくっちゃ！ 

G：どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 新入生は緊張が少しずつ解けてきたころでしょう

か？廊下を急ぐ 1年生数名に慣れたか聞いてみました。 

☆ 「慣れました！（きっぱり）」（1 年女子） 

☆ 「教室までの行き方が慣れない。」（1 年女子） 

☆ 「一人勉強の量が多い。なかなか終わらない。」 

「（うんうん）」 （1 年男子 2 名） 

☆ 「部活のある生活！」 

「（うんうん）」 （1 年女子 2 名） 

 

日大山高杯争奪剣道大会日大山高杯争奪剣道大会日大山高杯争奪剣道大会日大山高杯争奪剣道大会    
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＊ 東北チャンプに惜敗！大健闘 
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