
角間川昭和 52 年会（１／

26）と藤木昭和 52 年会（1

／29）の皆様が，恒例の梵天

披露に来校しました。玄関前に

並んだ 3 年生と教室の窓から

のぞき込む 1・2 年生に梵天歌

を披露し，大曲南中学校の校内大曲南中学校の校内大曲南中学校の校内大曲南中学校の校内

安全と安全と安全と安全と 3333 年生の合格年生の合格年生の合格年生の合格を祈願し

てくださいました。御守り・御

餅・みかんをいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年で一番寒い大寒。「今年は雪が…」と油断してい

たら強烈な寒波がやってきました。でも，心なしか日

が長くなった気がします。2 月の声を聞くと春はもう

すぐです。登校日はあと 33日！（3年生は 27日） 

（先月（先月（先月（先月ののののシェイクアウト訓練）シェイクアウト訓練）シェイクアウト訓練）シェイクアウト訓練） 
⇒合図とともに素早く机の下に入り， 

落下物から頭を守りました。中には 
首の頚動脈を押さえた子も。でもなぜ？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新生徒会の役員（会長 他）と校長室で

個別に面談を行いました。その際に南

中の課題について尋ねたところ，「あい

さつがあまりよくない」との指摘がありました。 

○以前，ある中学校の野球の指導者から「高校の練習を「高校の練習を「高校の練習を「高校の練習を

見学し見学し見学し見学しに行って，特にに行って，特にに行って，特にに行って，特にあいさつを学んだ。あいさつを学んだ。あいさつを学んだ。あいさつを学んだ。良い手本が良い手本が良い手本が良い手本が

あれば子どもたちはきちんとできるようになる。あれば子どもたちはきちんとできるようになる。あれば子どもたちはきちんとできるようになる。あれば子どもたちはきちんとできるようになる。」」」」とい

う話を伺ったことがあります。 

○ここにきて，3 年生の（あいさつが）よくなってきま

した。（入試の時の面接を意識せざるを得ない時期です

ので当然ですが。）3 年生を 1・2 年生が手本としてく

れればうれしいですね。礼儀やあいさつがよくなるき

っかけは様々でいいと思います。大切なことは，それ

が継続してできるようになり，身に付くことです。 

○「不思議なもので，成功する芸人は例外なくあいさ「不思議なもので，成功する芸人は例外なくあいさ「不思議なもので，成功する芸人は例外なくあいさ「不思議なもので，成功する芸人は例外なくあいさ

つをきちんとするし，それなりの礼儀をわきまえてつをきちんとするし，それなりの礼儀をわきまえてつをきちんとするし，それなりの礼儀をわきまえてつをきちんとするし，それなりの礼儀をわきまえて

いる。」いる。」いる。」いる。」                    （北野 武「新しい道徳」より） 
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学校安全日 学校生活アンケート  
3 年実力テスト 職員研修 
2 年生 AED 講習 
吹奏楽アンサンブルコンサート（協和） 
1・2 年生スキー教室（協和スキー場） 
生徒集会 前期選抜合格発表  
国研 ESD 研修会（文部科学省） 
仙北中招待バスケットボール大会（ふれ体 ～11 日） 

大曲仙北冬季卓球大会（リリオス） 
基礎テスト英語② 
新入生体験入学 一般選抜出願 
専門委員会 学校評議員会② 
大仙市 PTA 連合会  
PTA 授業参観日 
生徒集会 職員会議 
生徒総会 
大曲仙北吹奏楽連盟 
楽器講習会（中仙中） 
後期期末テスト 
読み聞かせ TIME 

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。。。。おおおお仕事拝見仕事拝見仕事拝見仕事拝見！！！！    

主任主査 高橋理彦 先生 
＊趣味はバスケット
ボール観戦！ 

         理彦先生は事務の先生です。学校の事

務・財務全般（職員の給料や旅費，市から

の補助金，教育環境の整備，学校集金の窓

口業務，PTA・体文の会計事務等々）を担

当しています。でも，いつも職員室にいる

わけではありません。掃除も指導を行って

くださいますし，校舎や校庭で不具合が 

あるとすぐに教頭先生と出動します！ 

特に南中は古いので，いつもご難儀 

をお掛けしております。節電，節約を 

心掛け，先生が頭を悩ますことを少し 

でも減らしましょう。（凍った水道を（凍った水道を（凍った水道を（凍った水道を    

ドライヤーで必死に温める理彦先生ドライヤーで必死に温める理彦先生ドライヤーで必死に温める理彦先生ドライヤーで必死に温める理彦先生→→→→）））） 
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