
○スーパーPTA の際に，

お父さん方から土を入

れていただいた中庭の

枠？に，青池先生の指導

で 2 年生がハクサイを

植えました。（通称：ハ

クサイ大魔王農園）先

日，無事収穫し，一人一
人が持ち帰りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

西原大祐先生の春日市立春日 

東中学校は，生徒数が 600 名を 

超える大きな学校で，先生はそ 

の学校の研究主任です。13 日に， 

「学力向上」「英語・数学を中心 

とした授業づくり」について研 

修するために，遠い福岡から本 

校においでになりました。 

〔〔〔〔授業参観授業参観授業参観授業参観〕〕〕〕    
８時半に学校に到着するや， 

すぐに 1 年生の英語の授業参観です。「すごく，こう，

生徒との関係が深いですね。」と休み時間におっしゃっ

ていました。次は，同じ 1 年生の数学の授業です。「あ

きた型数学」の授業展開にとても興味をもたれたよう

でした。午前中最後の授業は，2 年生の英語でした。自

ら進んで辞書を引いて英文を書いていく生徒の姿や学

び合っている様子を褒めてくださいました。 

〔〔〔〔給食給食給食給食をををを生徒生徒生徒生徒とととと〕〕〕〕    
せっかくですので，2 年生の教室で生徒と一緒に本校

の給食を食べていただくことにしました。「西原先生と

は，福岡の食べ物や博多弁の話で盛り上がりました。」

（by 2 年女子）給食後，先生は牛乳パックを開いて水

洗いすることにびっくり。また「なんで昼休みに校庭

で遊ばないの？」と子どもたちに話していたそうです。 

〔〔〔〔ささささらにらにらにらに授業参観授業参観授業参観授業参観＆＆＆＆情報交換情報交換情報交換情報交換〕〕〕〕    
 5時間目も2年生の数学の授

業を参観し（計 4 時間も！），

その後で本校の英語科及び数

学科職員と情報交換を行いま

した。熱心さに頭が下がるとと

もに，私たちも大きな刺激を受

けました。 

Q：授業づくりは，入試問題やテスト等の分析に基づいて

行っているのか？ 

Q：今日の授業で見られ 

 たような（生徒同士の） 

 学びの関係性をつくる 

ために，普段どのような 

指導をしているのか？ 

Q：宿題はどのくらい出しているのか？ 1 人勉強とは？

（実際のノートを見て，とても感心していました。） 

Q：何が点数 UP につながるのか？（佐々木先生の「まず，

授業だと思います。」に深く頷いていました。） 
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＜＜＜＜体育文化後援会主催大曲体育文化後援会主催大曲体育文化後援会主催大曲体育文化後援会主催大曲南南南南    

中学校招待剣道大会兼県南新人大会中学校招待剣道大会兼県南新人大会中学校招待剣道大会兼県南新人大会中学校招待剣道大会兼県南新人大会＞＞＞＞    

◇男子団体  準優勝  ◇女子団体 準優勝 

◇男子個人  第 3 位 田口選手 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜体育文化後援会主催体育文化後援会主催体育文化後援会主催体育文化後援会主催    

大曲南中学校招待大曲南中学校招待大曲南中学校招待大曲南中学校招待バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール大会大会大会大会＞＞＞＞    

◇準優勝    大曲南中学校 

◇優秀選手賞 黒田選手 

＜＜＜＜平成平成平成平成 30303030 年度中学生年度中学生年度中学生年度中学生防火防災弁論大会防火防災弁論大会防火防災弁論大会防火防災弁論大会＞＞＞＞    

◇優秀賞       菅原さん 

＜＜＜＜平成平成平成平成 30303030 年度中学生年度中学生年度中学生年度中学生のののの税税税税にににについてのついてのついてのついての作文作文作文作文＞＞＞＞    

◇東北税理士会大曲支部長賞 戸島さん 


