
 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 第 53 回県南中学校剣道選

手権大会 

男子団体男子団体男子団体男子団体    優勝優勝優勝優勝    

男子個人男子個人男子個人男子個人    準準準準優勝優勝優勝優勝    最上最上最上最上選手選手選手選手    

◇ 第 37 回角館選抜県南小中

学校剣道大会及び第 8回仙

北市小中学校剣道大会 

男子男子男子男子団体団体団体団体    優勝優勝優勝優勝    

女女女女子団体子団体子団体子団体    優勝優勝優勝優勝    

優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞    佐藤佐藤佐藤佐藤選手選手選手選手        

〃〃〃〃            打川打川打川打川選手選手選手選手    

 

 

 

 

 

＜玄関前の 3 本の優勝旗＞ 

◇ 東京から講師をお迎えして

の講習会（吹奏楽部） 

 

 

 

 

 

◇ 南クラブの胸を借りての実

践練習（野球部） 

 

 

 

 

 

 

      南中の花壇は草がなく

てこんなにきれいなの？」と村田教育

専門監が驚いていました。そ 

れは，郡陸上練習期間中に多 

くの生徒が環境整備を真面目 

にやってくれたからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5555月月月月 9999日日日日（火）（火）（火）（火）にににに PTAPTAPTAPTA拡大役員会が拡大役員会が拡大役員会が拡大役員会が行われ行われ行われ行われ，佐々木会長をはじめ，，佐々木会長をはじめ，，佐々木会長をはじめ，，佐々木会長をはじめ，

多くの役員の方々が出席してくださいました。役員会では，専門部会多くの役員の方々が出席してくださいました。役員会では，専門部会多くの役員の方々が出席してくださいました。役員会では，専門部会多くの役員の方々が出席してくださいました。役員会では，専門部会

と母親委員の正副部長及び母親委員の代表の選出が行われ，その後で，と母親委員の正副部長及び母親委員の代表の選出が行われ，その後で，と母親委員の正副部長及び母親委員の代表の選出が行われ，その後で，と母親委員の正副部長及び母親委員の代表の選出が行われ，その後で，

今年度の今年度の今年度の今年度の事業計画について話し合いが行われました。事業計画について話し合いが行われました。事業計画について話し合いが行われました。事業計画について話し合いが行われました。    

 

 

 

 

 

 

＊詳しい事業計画は，後日お知らせいたします。 

専門部 専門部長 副部長 

総 務 後藤 さん（2年部） 古谷さん（1年部） 

研 修 佐々木さん（3年部） 石塚さん（3年部） 

体 育 佐々木さん（3年部） 伊藤さん（3年部） 

鎌田さん（2年部） 

校 外 吉川さん（3年部） 佐藤さん（3年部） 

母親委員 代表 菊池さん（3年部） 

 

おジャマしますおジャマしますおジャマしますおジャマします。。。。授業拝見授業拝見授業拝見授業拝見！！！！    

英語科英語科英語科英語科・・・・鈴木康子先生鈴木康子先生鈴木康子先生鈴木康子先生     

1 年生の英語の授業におジャマしました。「英語の

単語の書き方を覚える」という ”Today’s Goal ”

が黒板に明示されていました。まず，ペアでウォーミ

ングアップをしてから，ビンゴシートを使って，アル

ファベットの小文字の練習です。書き方について，よ

くわからないことはバンバン質問します。（Good！） 

 次に，小文字のフォニックス（音読み）に挑戦です。これは英単語を

読めるようにするための基礎的な練習です。最近はこれが大事で，こ

のことが身に付いていると未履修の英単語に出会っても，ある程度発

音ができるようになるそうです。1 年生は，鈴木先生が指し示す黒板

の小文字の発音をドンドン繰り返します。とてもよく声が出ています。

びっくりしました。すごいですね！ 

鈴木先生は，今のところは“almost English”（ほとんど英語）で

すが，ゆくゆくは“all  English”で授業を！ 

  と考えているようです。ご自分が失敗し 

  た時は，ちゃんと“Oh my God！でし 

た。    （英語的唇でフォと発音中）→ 
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