
 

 

 

 

 

  

みんな夏休みが来た！と浮かれ気分だった 7月下旬から， 

あっという間に 1ヵ月が過ぎました。色々な夏の思い出を 

胸に，今日から大曲南中学校が再始動です。 
 

月日 曜 主な行事・出来事 夏休み約２行日記 （生徒＆職員他） 

7/22 土 南部フェスタ 午後から大雨 
「屋外で演奏予定だった南部フェスタでしたが，ものすごい雨のために角間川公民館での演奏になりまし
た。」（3 年吹奏楽部女子）＊関係者の方々が楽器運搬を頑張ってくださいました。 

23 日 大雨 大仙市にも甚大な被害 「南中近くの横手川と出川の合流点の水位が上昇し，少し心配になりました。両小学校と協議して，24
日のクリーンアップの中止を決めました。」（教頭） 

24 月 
三者面談 １・２年学習会 
小中合同クリーンアップ（中止） 

「英語暗唱弁論大会に出場する 2 人の 3 年生の原稿とにらめっこしていました。いよいよ明日から大会に
向けての熱い練習が始まります。リチャード先生といっしょにがんばります！！」（英語科 鈴木） 

25 火 
仙教研「大会」 ワックスがけ 
全日本剣道練成会（武道館）英暗弁練 

「25・26 日と二日間にわたって，大曲小学校で行われる体育の先生方を対象とした剣道の伝達講習会で講
師を務めます。5 月に中央研修で学んだことをきちんと伝達するよう頑張ります。」（後藤淳） 

26 水 
二者面談 秋田高体験入学 英暗弁練 
ワックスがけ 全日本剣道練成会（武
道館）２年ワークスクーリング  

「今日から三日間のワークスクーリングです。ご協力をいただいている地域の企業や事業所の皆様に深く
感謝です。生徒の様子を見にいろいろな所を訪問したのですが，本当に生徒が黙々と仕事をしていて感心
しました。この調子で明日も明後日も頑張ってほしいと思います。」（2 年主任） 

27 木 
三者面談 二者面談 大曲農高・角館
高体験休学 ２年ワークスクーリング 

「高校野球秋田県予選を戦った本校卒業生 3 名が学校に遊びに来ました。中学校時代と比べてはるかにが
っちりした体つきから，これまでの頑張りをうかがい知ることができました。おつかれさま！」（今川） 

28 金 
二者面談 六郷高・大曲高体験入学 
２年ワークスクーリング 英暗弁練 

「大曲高校の体験入学に行ってきました。とにかく人（体験入学者）が多くて多くて…。授業の内容も含
めて，さすがだなと思いました。」（3 年女子） 

29 土 大仙オープン卓球 
「大仙オープン卓球の準々決勝で，大曲工業高校の選手と試合して負けてベスト８でした。1‐3 だったけ
ど，自分なりに手応えはありました。」（3 年卓球部男子） 

30 日 
 「2 日続けての練習試合でしたが，完敗でした。先制されると途端に声が出なくなってしまう。今は勝ち

負けではないのに！とにかく挑戦者として相手にぶつかってほしい。」（阿部） 

31 月 
三者面談 二者面談 3 年学習会 
サマーショートボランティア 英暗弁練 

「三者面談は，なんだか不思議で新鮮でした。親がいるので，あまりしゃべれませんでした。しゃべった
けど…。」（3 年男子） 

8/11 火 
三者面談 大仙市教職員研究集会 
サマーショートボランティア 英暗弁練 

「市教職員研究集会に合わせて，職員室や校長室などのワックスがけを手配していたのに…」（事務長） 
「市教職員集会で他校の大仙メソッドに関する取組の発表を聞き，大いに刺激を受けました。」（吉沢） 

2 水 
三者面談 二者面談 ワックスがけ 
サマーショートボランティア 英暗弁練 
東北中学校剣道大会（秋田市） 

「あまりに力の差はなかったと思ったが，油断があった。相手が一本打ちできたのに，自分はコテ・メン
をねらったので（相手に）上に覆いかぶさられてしまった。東北大会に出られてうれしかった気持ちと悔
しい気持ちと半々です。」（3 年剣道部男子） 

3 木 
三者面談  二者面談 中学生首都圏派遣事業  

サマーショートボランティア ESD 研修会 英暗弁練 

 

「校舎の床のワックスがけがやっと終わったので，職員玄関のマットを新しくしました。また，職員室前
や校長室前の掲示もリニューアルして，とってもいい感じです！」（田代） 

4 金 
三者面談 二者面談 中学生首都圏派遣事業 

サマーショートボランティア 英暗弁練 

「3 年の自転車置き場にハチの巣が 2 つあったので教頭先生に報告しました。」（3 年女子） 
「さっそく駆除しましたが，今年はハチの報告が例年より多い気がします。」（教頭） 

5 土 野球サマーリーグ  
（桧木内中との練習試合の後のコメント）「調子は悪いです。フォアが入んなくて…。打ち方だと思うん
ですけど。」（2 年卓球部男子）「曲中の打線は甘い球を見逃しませんでした。」（完投した 1 年野球部男子） 

6 日 野球サマーリーグ  
「美郷中，大曲西中と試合をして，両方とも惜しいところで負けてしまいました。個人的には，美郷戦で
2 打点，西中戦で 1 打点とチームに貢献できたのでまずまずだったと思います。」（2 年野球部男子） 

7 月 
三者面談 二者面談 中学生サミット打合せ 

サマーショートボランティア 3 年学習会 
「学習会を始めようとしたら 2 人いない。心配で家に電話をしたら『今行きます！』と『今行きました！』
う～ん，ちょっと弛んでいます。早朝駅伝練習→学習会という生徒もいるのに！」（3 年主任） 

8 火 
三者面談 二者面談 １・２年学習会 
サマーショートボランティア 英暗弁練 

「親戚が来て家がにぎやかだったので，午後から学校に来て勉強をしました。後回しにしていた理科をずっとやっていまし

た。」（3 年男子）「サマーボランティアで，お茶を出したりおばあちゃん方とお話をしたりしていました。」（2 年女子） 

9 水 
台風 5 号のため 3 年学習会及び部活動
中止 駅伝試走延期 英暗弁練 

「台風 5 号による被害がなくてほっとしています。」（教頭）「（家で練習をするために）楽器を取りに来ま
した。」（2 年女子）「（練習が休みの日も稽古をするので）防具を取りに来ました。」（2 年男子）エライ！ 

10 木 駅伝試走（田沢湖畔）英暗弁練 
「（駅伝の試走は）疲れました。」（3 年男子）「めっちゃ疲れました。」（2 年女子）「走っていると虫がすごくて大変でした。

ピシッピシッとやりながら走りました。」「（7月の大雨による）片側通行のため，途中で止められて疲れました。」（2 年女子） 

11 金 山の日 
「今日も音楽室から『明日はきっといい日になる』の演奏が聞こえてきました。美紀先生のチョイスなのかな？つづいて『美

空ひばりメドレー』！だれのチョイス？吹奏楽部は 20 日の祭典での演奏のために，猛暑の中練習をがんばっています。」 

12 土  
「秋田市方面が大雨のため，お盆前最後の練習試合（vs 上北手中・将軍野中合同チーム）が中止となりま
した。南中招待野球大会を来週に控え，是非試合をやっておきたいところだったのですが…。」（阿部） 

13 日 お盆 「だれかエサをくれないかな…。」（校庭の池のコイたち） 

14 月 JET 研修 盆野球（本校グラウンド） 
「本校野球場が，毎年恒例の盆野球の会場になっているので，朝早くから様々のユニフォームに身を包ん
だ人たちが押し寄せています。中には懐かしい顔も！南地区はつくづく野球どころだと感じました。」 
 

15 火 
大仙市成人式 JET 研修  
33 歳年祝い校舎見学 
 

「校門前に『角間川盆踊り』の幟（のぼり）を立てていたら，車で通りかかった近くの方に『今年はアルミカン回収やらな

いのですか？チラシが届いていないんですけど…。』と言われてびっくり仰天!!さっそく地区担当の生徒に確認をしまし

た。」 
16 水 

駅伝試走（田沢湖畔） 
角間川盆踊り  

「今年の角間川盆踊りは例年より人手が多い。南中が全校で参加しているのはとてもいいことだ。」（来賓の吉川教育長） 

「腕は大丈夫です！」（ケガから復活の 1 年男子）「初めて入ったが，本郷家の中はスゴイ！」（後高・齋明・佐美・鈴木） 

17 木 
横手高体験入学 新人総体抽選会 
田沢湖駅伝監督会議 英暗弁練 

「体験入学では，実際に校舎を見たり高校生の方の話を聞いたりしたので，希望する高校のイメージが具
体的になってきました。他の中学校の体験入学者とのやり取りも刺激になりまた。」（3 年女子） 

18 金 １・２年学習会 英暗弁練 
「課題チェックの日でした。特に，秋田市での宿泊体験に関する新聞づくりがどの程度進んでいるのかを
見ました。1 年生は新聞も含めて他の課題も概ねよくやっているようです。安心しました。｣(荒川) 
 

19 土 
大曲南中招待野球大会 
バスケットボールサマーリーグ 

「（サマーリーグで）負けました。シュート数は同じくらいだったけど，確率が悪くて…。それから，要
らないファウルが多くてだめでした。」（2 年バスケットボール部女子） 

20 日 
アルミ缶・古紙回収（早朝） 
諏訪神社祭典吹奏楽部出演 

「たくさんの保護者の方々が車で，アルミ缶・新聞紙・ダンボール紙を学校まで運んでくださいました。中には何往復もし

てくださる方も…。本当にありがとうございました。力仕事を頑張ることのできる女子生徒が多くて感心しました。」 

21 月 
職員会議 職員研修 中学生サミット
諏訪神社祭典神輿供人協力（30 名） 

「思っていたより神輿が重くて疲かれました。」（3 年男子）「着せてもらった白くて長い服が慣れなくて…。
それから角間川の町をあちこち歩き回ったので大変でした。10knm は歩いたかな。」（2 年男子） 

22 火 駅伝試走（田沢湖畔）英暗弁練 
「（田沢湖畔は）いつも涼しいのに，雨が降って風が吹いて寒くて大変でした。雷が鳴ってきたので大急ぎで帰ってきまし

た。」（2 年女子）「英語暗唱弁論の練習をしている部屋から，リチャード先生の“good！”がバンバン聞こえてきます。」 

23 水 夏季休業最終日 英暗弁練 
「大きな事故もなく，生徒が楽しい夏休みを過ごせたことを嬉しく思います。明日から前期再開です。子
どもたちはどんな表情で登校するのでしょうか。」（校長 後藤） 
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「夏を制するものは…」3 年学習会

駅伝部 早朝トレ（腹筋も意外と重要） 

2 年生 ワークスクーリング 大雨で増水する横手川 

特訓 everyday！英語暗唱弁論 

演歌もＯＫ！暑さに負けない吹奏楽部 

サマーリーグで公式記録を担当するお母さん 

 8888 月月月月 3333・・・・4444 日に首都圏で行われた日に首都圏で行われた日に首都圏で行われた日に首都圏で行われた市主催の同事業に，本校市主催の同事業に，本校市主催の同事業に，本校市主催の同事業に，本校    

からからからから 2222 年生の年生の年生の年生の高橋高橋高橋高橋さんが参加しました。さんが参加しました。さんが参加しました。さんが参加しました。    

○1 日目は，日本科学未来館と産産産産業技術総総総総合研研研研究所を

見学しました。産総研産総研産総研産総研は，医学・化学・工学など様々

な分野に理科が活かされていることが分かる施設で

した。そこで新たな薬を作る過程を聞いて，いつも

使用している薬は，多くの費用と時間が詰め込まれ

ている人類の宝物だと思いました。 

○2 日目は理化学研究所に行きました。そこでは，世界最大の加速器

を見ました。元素と元素を高スピードでぶつけると原子核が粉砕さ

れ，違う物質ができる可能性があるそうです。それを聞いて，自分

にも新しい物質が見つけられるかもと思いました。 

○この 2 日間の体験で，自分の中で世界

の見方が変わりました。世界が地球温

暖化を無視しておること，理科は意外

なことに使えること，iPS 細胞なら病

気を全て直せるかもしれないこと等。

理科，数学をもっとがんばっていきま

す。」    （（（（2222 年年年年高橋高橋高橋高橋さんさんさんさん））））    

 

アルミ缶・古紙回収 重くて腰が… 
全校生徒参加の角間川盆踊り 

8888月月月月 21212121日に大曲中学校を会場に中学生サミッ日に大曲中学校を会場に中学生サミッ日に大曲中学校を会場に中学生サミッ日に大曲中学校を会場に中学生サミッ

トが開催され，本校からはトが開催され，本校からはトが開催され，本校からはトが開催され，本校からは佐々木佐々木佐々木佐々木生徒会長，生徒会長，生徒会長，生徒会長，最最最最

上・石塚・橋本上・石塚・橋本上・石塚・橋本上・石塚・橋本副会長が参加しました。副会長が参加しました。副会長が参加しました。副会長が参加しました。    

「サミットでは『地域活性化プロジェクト』に取り

組んでいますが，当番校から実践発表がありました。

もうひとつのテーマは『安心・安全』です。交通ルー

ルを守っていても危険に巻き込まれることがあるの

で，その対策について意見交換を行いました。4月か

ら通学時にヘルメットを着用している仙北中学校か

らは，導入の経緯や効果についての報告がありまし

た。最後に，引き続き地域活性化活動に取り組むこと

と登下校の交通安全を推進する活動に取り組むとい

うサミット宣言を採択しました。」（佐々木会長） 

大曲南中学校招待野球大会 


