
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    「対話」を，本校では「多様性を受け入れ

るための基礎」と捉えています。まさにドン

ピシャのスカイプによるオーストラリアのオーストラリアのオーストラリアのオーストラリアの中中中中

学学学学生生生生とのとのとのとの交流交流交流交流ⅡⅡⅡⅡを行いました。今回は 3 年生

です。LIVE で交流する生徒たちのさわやかな

笑顔を見て，学習効果の高さを確信しました。 

話話話話    題題題題    今回は避難所開設訓練の後でしたので，「災害

と避難訓練」というテーマで迫りました。南中が水害

想定で避難所開設訓練を行ったと伝えたら，気候が dry

（カラカラ）なので，オーストラリアの学校は，Bush 

fire（山火事）想定の避難訓練があるとのこと！ 

アニメアニメアニメアニメ 超ポピュラーな「ドラえもん」等のアニメを

こちらで出したところ，オーストラリア側からはもっ

と通？な「東京喰種」というアニメの名前が出てきた

ので驚きました。また，“ATTACK ON TITAN”をあ

えて日本語で「進撃の巨人」と言ったオーストラリア

の男子生徒もいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！！！！    

道道道道    徳徳徳徳    ：：：：    佐佐佐佐    藤藤藤藤        響響響響    先生先生先生先生    (2(2(2(2 年生年生年生年生）））） 
          南教育事務所雄勝出張所の伊藤文

子指導主事,市教委の牛木豊指導主

事をお招きして，道徳の校内授業研

究会を行いました。授業者は佐藤響

先生！先生のねらいは「自己を見つ

め,個性を大切にしながら自己の向

上を図る生き方について考える」こ

とでした。使った資料は，「私は十四 

歳」（バスケ部をやめて，無力な自分に悶々としつつも自分

の本当にやりたかったことに気付いていく）という 14 歳の

生徒の作文です。「「「「私私私私がバスケットがバスケットがバスケットがバスケット部部部部をやめたことをどうをやめたことをどうをやめたことをどうをやめたことをどう思思思思

うかうかうかうか？」？」？」？」「「「「部部部部をやめたのになぜをやめたのになぜをやめたのになぜをやめたのになぜ悩悩悩悩みみみみ続続続続けていたのだろうけていたのだろうけていたのだろうけていたのだろう？」？」？」？」

「「「「私私私私のどのようなのどのようなのどのようなのどのような姿姿姿姿やややや行動行動行動行動にににに共感共感共感共感できるかできるかできるかできるか？」？」？」？」という質問に

対して 2A の皆さんは，友達の意見をしっかりと聞いた上で，

自分の考えを堂々と述べていきました。そして響先生は，生

徒の意見の交流を促していきます…。もっともっと深く聞い

てみたいなあと感じる発表ばかりです。 

 

 

 

 

 

「よく発表できるし，聞くこともできる。とても鍛えられ

ている。生徒が自分の学びを振り返る時間も十分に確保され

ていた。」（牛木指導主事）「先生は（授業の）センスがお有

りになる。また，若手にチャンスを与え，一緒に頑張ってい

る先生方の同僚性がすばらしい。」（伊藤指導主事） 

    

フレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー あちらの中学生はとてもフレンドリー

で，こちらの話すこと（もちろん英語）に笑顔で，「う

ん，うん」（もちろん英語）でうなずきながら話を聞い

たり，質問をかぶせたりしてくれました。 

 

 

 

 

 

 

    

これがツボこれがツボこれがツボこれがツボ？？？？    “What’s  your hobby？”(オース

トラリアの生徒の質問)に対して，“I like sleeping.”（南

中生）と答えたところ，ツボに入ったのか，やたらと

受けていました。また，男子生徒のグループが登場し

たら，女子生徒がドッと画面前に…。授業中ですよ！ 
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郡市美術展（郡市美術展（郡市美術展（郡市美術展（交流セ交流セ交流セ交流セ～～～～2222 日）日）日）日）    

学校安全日学校安全日学校安全日学校安全日    3333 年後期中間テスト年後期中間テスト年後期中間テスト年後期中間テスト        

1111・・・・2222 年年年年県学習状況調査県学習状況調査県学習状況調査県学習状況調査    3333 年実力テスト年実力テスト年実力テスト年実力テスト    

生徒集会生徒集会生徒集会生徒集会 1111 年薬物乱用防止教室年薬物乱用防止教室年薬物乱用防止教室年薬物乱用防止教室    

県中学校剣道練成大会県中学校剣道練成大会県中学校剣道練成大会県中学校剣道練成大会（県立武道館）（県立武道館）（県立武道館）（県立武道館）        

テスト前部活動休止日（～テスト前部活動休止日（～テスト前部活動休止日（～テスト前部活動休止日（～12121212 日）日）日）日）    

PTAPTAPTAPTA 授業参観日授業参観日授業参観日授業参観日    

1111・・・・2222 年後期中間テスト年後期中間テスト年後期中間テスト年後期中間テスト    

3333 年租税教室年租税教室年租税教室年租税教室    

県新人卓球大会（県新人卓球大会（県新人卓球大会（県新人卓球大会（県立体育館県立体育館県立体育館県立体育館～～～～16161616 日）日）日）日）    

専門委員専門委員専門委員専門委員会会会会    

職員会議職員会議職員会議職員会議    

読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ TIMETIMETIMETIME    

南中・西中スポーツ交流会南中・西中スポーツ交流会南中・西中スポーツ交流会南中・西中スポーツ交流会（大曲西中体育館）（大曲西中体育館）（大曲西中体育館）（大曲西中体育館）    

ふりかえりふりかえりふりかえりふりかえり FRIDAYFRIDAYFRIDAYFRIDAY    

吹奏楽部アンサンブルコンテスト吹奏楽部アンサンブルコンテスト吹奏楽部アンサンブルコンテスト吹奏楽部アンサンブルコンテスト（ドンパル）（ドンパル）（ドンパル）（ドンパル）    

冬休み前集会冬休み前集会冬休み前集会冬休み前集会    避難訓練（火災避難訓練（火災避難訓練（火災避難訓練（火災想定想定想定想定））））    

冬季休業（～冬季休業（～冬季休業（～冬季休業（～1111／／／／13131313 日）日）日）日）    
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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 



何何何何をををを感感感感じたじたじたじた????     （表面から続く） 

「天気の話題になって，同じ時間なのにあっちは夏で

暑いと言っていたので，北半球と南半球同じ時間なの

に違うなあと思った。ただ，アニメの話題など共通点

があって同じなんだ～と感じた。」（3 年男子） 

「不安げに英語で話している私たちに対して，積極的

に日本語を取り入れたりして反応してくれた。でも，

画面に映らない周りの人たちがはしゃいだりしていた

ので，ああ同じ中学生だなって感じで。」（3 年女子） 

 

 

 

 

＜全校生徒会＞＜全校生徒会＞＜全校生徒会＞＜全校生徒会＞    

生徒会長生徒会長生徒会長生徒会長    古谷古谷古谷古谷ささささんんんん    

〃副会長〃副会長〃副会長〃副会長    藤峰藤峰藤峰藤峰ささささんんんん        高橋高橋高橋高橋ささささんんんん    

総務総務総務総務部員部員部員部員    黒田黒田黒田黒田ささささんんんん        髙橋髙橋髙橋髙橋ささささんんんん    

進藤進藤進藤進藤ささささんんんん        小場小場小場小場ささささんんんん    

＜専門委員会委員長＞＜専門委員会委員長＞＜専門委員会委員長＞＜専門委員会委員長＞    

委員会委員会委員会委員会    委員長委員長委員長委員長    委員会委員会委員会委員会    委員長委員長委員長委員長    

図書学習図書学習図書学習図書学習    伊藤伊藤伊藤伊藤ささささんんんん    生生生生    活活活活    菅原菅原菅原菅原ささささんんんん    

保保保保    健健健健    粟津粟津粟津粟津ささささんんんん        JRCJRCJRCJRC    伊藤伊藤伊藤伊藤ささささんんんん    

報報報報    道道道道    最上最上最上最上ささささんんんん        

   11 月 5 日に生徒会役員 

認証式が行われ，新体制 

が正式に発足しました。 

      （認証式→） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒玄関と職員 

玄関に，今冬も風 

除室が付きました。

どちらの玄関も，扉

の上下に隙間があ

り，2 月末に設置し

てもらったもので

すが，今年の冬の始まりから

冷気の進入を防いでくれそ

うです。また，用務員の佐藤

さんが生徒玄関内に，除雪道

具を準備してくれました。 

どうか，これらをあまり使わなくていいように！ 

○西階段の踊り場に小さなツリーが飾られました。

このコーナーは校務員の田代さんが担当してくれて

います。脇のコルクボー

ドの言葉は，六郷高校

70 周年記念式典後の講

演会で，ブラボー中谷さ

んが話していたもので

す。理科室から力強い声

がするので，覗いてみた

ら教頭先生が，受検を控

えた3年生に天体につい

てアツく説明をしてい

ました。とても白衣が似

合う理科教師です。 

○大会議室横の廊下を

歩いている，木工室前に

ずらっと並んだ 1 年生の作品が目に飛び込んできま

した。作り始めから見ている者からすると，よくぞ

ここまでがんばった！と感動します。 

○体育館に行ってみました。1年生の体育の授業です。

12 月に行われる「南中・西中

スポーツ交流会」に備えて，

バスケットボールの練習をし

ています。さて，今年はどう

なるか？決戦は 12月 20 日！ 

 

 

 

○    期日期日期日期日：：：：12121212 月月月月 11111111 日日日日（（（（火火火火））））13131313：：：：00000000～～～～    
授業参観，全体会，学年懇談会の他に，教育講

演会も予定しております。多数のご来校をお待ち

しております。詳細は学年報でお知らせします。 

◇生徒玄関に入ってすぐ右の所に「常設古紙回収

場」があります。9月中旬にオープンしました。 

◇実は，古紙回収を通年で行って収益を上げている

学校が多くあるという話を聞き，（夏の「空きカン・

古紙回収」での成果を踏まえて）本校でも古紙回収

を通年で行うことにしました。 

◆しかし，お知らせが不十分だったこと＆他校のよ

うに回収場所が校舎の外に設置できないことで非

常に苦戦しております。ダンボールや古新聞を中心

に回収しています。お持いただければ，職員や生徒

で対応いたします。何卒ご協力のほどを！ 

生徒玄関 西階段 理科室 

木工室 体育館 


