
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新春恒例廊下角インタビュー 

Ｑ「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの今年の決意は？」今年の決意は？」今年の決意は？」今年の決意は？」 
� 「勉強と部活動を両立させる。」（１年男子） 

� 「今年は生徒会長としての役目をしっかりとするとと

もに，部活動や勉強にもしっかりと取り組んでいきた

い。」（２年男子） 

� 「今年は，日本語能力試験 2 級に合格し，できる限り日

本語の勉強を頑張り続ける。」（リチャード） 

� 「一生に一度の高校入試なので，いままでお世話になり，

これからもお世話になる親を悲しませないように，そし

て自分も後悔しないように受検に向かいたいです。」（3

年男子） 

� 「今年の目標は，受検で必ず合格することです。少しで

も点数を上げるために，普段の生活を変え，時間を守っ

て行動することだと思います。今まで習ってきたことを

全て出せるように頑張りたいです。」（3 年男子） 

� 「家族みんなが健康でありますように！毎日笑顔で暮

らせますように！そう願ってがんばります。」（佐藤富） 

� 「全員合格！」（３年主任 後高） 

� 「毎日の勉強時間を１５％増やし，全テストで 10 番以

内を取る。全試合レギュラーで活躍する。」（1 年男子） 

� 「家に帰ったらウトウトしないで， 

仕事をサクサクとこなす。」 

（1 年主任 佐藤美） 

� 「まずは健康第一で。」（2 年女子） 

� 「健康！」（2 年主任 齋藤） 

 

 

15（月） 

16（火） 

 

17（水） 

19（金） 

 

22（月） 

23（火） 

24（水） 

26（金） 

29（月） 

30（火） 

冬休み明け集会 前期選抜本校出願 

3 年生実力テスト  

1・2 年生休明けテスト 

読み聞かせ TIME 

英検③ ユネスコスクール研修会 in 気仙沼

（吉沢先生が本校の研究を発表） 

基礎テスト数学② 

職員会議 ＊シェイクアウト訓練 

生徒集会 専門委員会 

角間川梵天来校 

藤木梵天来校（または 31 日） 

公立高校前期選抜学力検査 

＊シェイクアウト訓練とは･･･ 
大地震が発生したという想定で，あらかじめ決めた

時刻に一斉に，「まず低く」「頭をまもり」「動かない」

の安全行動をとり，いざという時の安全行動を確認す

る訓練です。全市一斉に行います。 

    

○年明け早々，3年生は学習相談や実力テストで大忙し

でした。加えて，前期選抜志願者は，出願書類の準備

や選抜試験対策で息つく暇もなかったと思います。 

○よく，音楽を聴きながらやると（勉強が）はかどる

とか友達と一緒だと効果的だとか言う人もいますが，

基本的に受検勉強は頑張っても遅々として進まない孤

独で大変な作業です。でも，それから逃げていてはい

けません。（1・2年生もいいですか！） 

○以前南中でバスケット部の指導をしていた頃，全国

大会優勝経験のある有名な指導者の方に何回も教えを

請いに行きました。その時に言われて印象に残ってい

るのが「練習を繰り返して技術を身に付けることと，

それを実際の試合の各場面で適切に使うことができる

かは別次元。だから，（技術と場面が結びつくように）

試合形式の練習は毎日行いなさい。」でした。 

○頭に入れることを一生懸命に行っている割に，実際

の問題（入試レベルの）にトライしている人が少ない

かもしれません。やってみてうまくいかな 

かったら自信を…という気持ちもわからな 

いではないのですが，今の時期，蓄えた力 

を適切に発揮できるように試合形式の勉強 

も必要です。頑張ってください！      Gotou 

          

☆☆☆☆全日本アンサンブルコンテスト第全日本アンサンブルコンテスト第全日本アンサンブルコンテスト第全日本アンサンブルコンテスト第 40404040回回回回    

秋田県大会県南秋田県大会県南秋田県大会県南秋田県大会県南予選予選予選予選    

 【銀賞】中学校の部 金管六重奏    

☆第☆第☆第☆第 54545454回大曲仙北児童生徒新年書回大曲仙北児童生徒新年書回大曲仙北児童生徒新年書回大曲仙北児童生徒新年書初め初め初め初め展展展展 

 【銀賞】１年 仲村仲村仲村仲村    ささささんんんん    

☆☆☆☆年末後藤杯争奪剣道大会年末後藤杯争奪剣道大会年末後藤杯争奪剣道大会年末後藤杯争奪剣道大会 

 1 位 打川打川打川打川    選手選手選手選手        
2 位 田口田口田口田口        選手選手選手選手    
3 位 橋本橋本橋本橋本    選手選手選手選手 
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只今，歴史ある南中のエ

レベーターの改修工事を行

っています。完成は，2 月

中旬を予定しております。 

ご来校の際は， 

ご不便をお掛け 

いたします。 


