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開校記念日開校記念日開校記念日開校記念日    学校安全日学校安全日学校安全日学校安全日    

職員研修職員研修職員研修職員研修    あきた教育の日あきた教育の日あきた教育の日あきた教育の日    

学校生活アンケート学校生活アンケート学校生活アンケート学校生活アンケート    

文化の日文化の日文化の日文化の日        

芸術鑑賞（市民会館）県秋季剣道大会芸術鑑賞（市民会館）県秋季剣道大会芸術鑑賞（市民会館）県秋季剣道大会芸術鑑賞（市民会館）県秋季剣道大会    

振替休業日振替休業日振替休業日振替休業日    

基礎テスト国語②基礎テスト国語②基礎テスト国語②基礎テスト国語②    

修学旅行（修学旅行（修学旅行（修学旅行（2222年生年生年生年生    東京方面東京方面東京方面東京方面    ～～～～10101010日）日）日）日）    

小中音楽祭（小中音楽祭（小中音楽祭（小中音楽祭（3333年生出演）年生出演）年生出演）年生出演）    

性教育講座（性教育講座（性教育講座（性教育講座（3333年生）年生）年生）年生）    

小中合同授業①小中合同授業①小中合同授業①小中合同授業①    

3333年生実力テスト年生実力テスト年生実力テスト年生実力テスト    

歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診    読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ TIMETIMETIMETIME    

3333年生保育実習（藤木保育年生保育実習（藤木保育年生保育実習（藤木保育年生保育実習（藤木保育園）園）園）園）    

公開授業研究会公開授業研究会公開授業研究会公開授業研究会（（（（ESDESDESDESD））））    
小中学校合同授業②（オープンスクール）小中学校合同授業②（オープンスクール）小中学校合同授業②（オープンスクール）小中学校合同授業②（オープンスクール）    

勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日        

職員会議職員会議職員会議職員会議    

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESDの本校の柱のひとつが 

国際教育です。先日，3年生が 

大仙市 CIRのジャスティン先生 

（オーストラリアのパース出身） 

の力をお借りして，英語の時間に 

パースの中学生とスカイプで交流を 

行いました。すばらしい体験ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

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！！！！    

保健体育保健体育保健体育保健体育・・・・後藤後藤後藤後藤    淳先淳先淳先淳先生生生生     

 後藤淳先生の研究授業を参観しまし

た。体育で武道は必修です。体育の武

道で剣道を取り入れているのは，県南

の中学校では本校だけです。後藤先生

は，５月に中央研修にでかけ，体育で 

の剣道指導の講習を受けてきました。また，今年度も，剣道

の大家である横手高校の目黒先生をゲストティーチャーにお

迎えして，授業をサポートしていただきました。３年生の授

業では，班ごとに基本の動作を組み入れた演舞を工夫し，最

後に音楽に合わせて全体の前で披露するというものでした。 

目黒先生は，柔軟な発想を取り入れた授業に驚いたとおっ

しゃっていましたし，参観していた県教育庁保健体育課の寺

田先生は，吹奏楽部の女子生徒が一生懸命に竹刀を振ってい

る姿に目を細めていました。 
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平 成平 成平 成平 成 ２ ９２ ９２ ９２ ９ 年 度年 度年 度年 度    

学校報学校報学校報学校報 11111111 月号月号月号月号①①①①    

大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立    

大 曲大 曲大 曲大 曲 南南南南 中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校 

原稿を手にドキドキの3 年生 中央がジャスティン先生 

写真を使ったりして，グループごとに工夫を凝らして交流しました。 

QQQQ：相手：相手：相手：相手の中学生のの中学生のの中学生のの中学生の話話話話が分かりましたか？が分かりましたか？が分かりましたか？が分かりましたか？    

A：分かる単語が結構あったし，スシとか日本語も入っていた

ので，半分くらい。 

A：友達が訳してくれたのでわかりました。 

QQQQ：驚いたことは何ですか？：驚いたことは何ですか？：驚いたことは何ですか？：驚いたことは何ですか？            （パース⇒）    

A：（生徒の服装が）半袖・短パンだった。 

A：制服を着ていた。それとピアスをしていた。 

○ヘルメットを付けて，みんなから見られる○ヘルメットを付けて，みんなから見られる○ヘルメットを付けて，みんなから見られる○ヘルメットを付けて，みんなから見られる

目が気になりましたが目が気になりましたが目が気になりましたが目が気になりましたが，，，，1111週間経つと違和感週間経つと違和感週間経つと違和感週間経つと違和感

がなくなりました。雨の日はカッパを着るのがなくなりました。雨の日はカッパを着るのがなくなりました。雨の日はカッパを着るのがなくなりました。雨の日はカッパを着るの

で少しジャマでしたが…。で少しジャマでしたが…。で少しジャマでしたが…。で少しジャマでしたが…。    （（（（1111年年年年    FFFFさん）さん）さん）さん）    

○ヘルメットは白いので暗い夜道でも目立○ヘルメットは白いので暗い夜道でも目立○ヘルメットは白いので暗い夜道でも目立○ヘルメットは白いので暗い夜道でも目立

ち，安心して下校することができました。自ち，安心して下校することができました。自ち，安心して下校することができました。自ち，安心して下校することができました。自

分に合ったサイズのものが必要だと思った。分に合ったサイズのものが必要だと思った。分に合ったサイズのものが必要だと思った。分に合ったサイズのものが必要だと思った。    

                                            （（（（1111年年年年    KKKKさん）さん）さん）さん）    

○サイズがちょっと合わなくて困った。○サイズがちょっと合わなくて困った。○サイズがちょっと合わなくて困った。○サイズがちょっと合わなくて困った。    

（（（（2222年年年年    TTTTさん）さん）さん）さん）    

○重くないし，痛くないし違和感はありませ○重くないし，痛くないし違和感はありませ○重くないし，痛くないし違和感はありませ○重くないし，痛くないし違和感はありませ

んでした。紐の調節や髪型の問題は対策を取んでした。紐の調節や髪型の問題は対策を取んでした。紐の調節や髪型の問題は対策を取んでした。紐の調節や髪型の問題は対策を取

りりりりさえすれば，さえすれば，さえすれば，さえすれば，これはこれはこれはこれは安全面ではとても魅力安全面ではとても魅力安全面ではとても魅力安全面ではとても魅力

的で，安心感もすごいです。（的で，安心感もすごいです。（的で，安心感もすごいです。（的で，安心感もすごいです。（2222年年年年    OOOOさん）さん）さん）さん）    


