
 

 

 

 

 

 

 

 

       

新しい年が明けま 

したが，3年生は息 

つく間もなく実力テスト，学習会，そして前期選抜

の準備に大忙しです。1月も気が付けばもう中盤。学

校はいよいよ今年度のまとめの時期に入ります。 

 

 

 

☆ 「成績を上げたいです。特に英語を！」（2 年男子） 

☆ 「受検勉強です。3 年生になるので。」（2 年男子） 

☆ 「規則正しい生活をする！」（1 年男子） 

☆ 「全県新人で負けた選手に（今度は） 

絶対勝つ！」（2 年女子） 

☆ 「（年末にインフルエンザになったので） 

今年は風邪をひかない。」（2 年女子） 

☆ 「成績と身長と髪を伸ばしたい！」（2 年女子） 

☆ 「ノーヒット・ノーランの達成と柵越（のホームラ

ン）を一発！」（2 年男子） 

☆ 「合格したら，やりたいことをやる！」（3 年女子）

「入試は３月までだし，充実した１年にしたい。（具

体的には何を？）う～ん。」（3 年男子） 

☆ 「絶対合格して，高校生になる！」（3 年女子） 

☆ 「DISH//のライブに行きたい！」（3 年女子） 

☆ 「オーロラを見る or スカイダイ 

ビングをすること。」（高橋智） 

☆ 「まずは，３年生の全員合格の 

  ために全力を尽くす。」（齋藤） 

☆ 「全打席ヒット。」（1 年男子） 

☆ 「ちょっと走ろうかな…と思います。」（鈴木） 

☆ 「やはり校内安全！みんなの無病息災。」（教頭） 

☆ 「NBA を見に行きたい。」（2 年女子） 

☆ 「健康のために，○○キロほどやせる。」（後藤高） 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 55555555 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きぞめきぞめきぞめきぞめ展展展展 

【金賞】3年佐藤佐藤佐藤佐藤ささささんんんん【銀賞】2年仲仲仲仲村村村村ささささんんんん    

第第第第 41414141 回回回回アンサンブルコンテストアンサンブルコンテストアンサンブルコンテストアンサンブルコンテスト大曲仙北大会大曲仙北大会大曲仙北大会大曲仙北大会     

【銀賞】管打四重奏管打四重奏管打四重奏管打四重奏    金管五重奏金管五重奏金管五重奏金管五重奏    

大仙市大仙市大仙市大仙市グローバルジュニア・マイスターグローバルジュニア・マイスターグローバルジュニア・マイスターグローバルジュニア・マイスター                                                                                     

【ブロンズ】（新規）3年伊藤伊藤伊藤伊藤ささささんんんん        3 年鎌田鎌田鎌田鎌田ささささんんんん        

3 年伊藤伊藤伊藤伊藤ささささんんんん        3 年小場小場小場小場ささささんんんん        2 年菅原菅原菅原菅原ささささんんんん        

2 年藤峰藤峰藤峰藤峰ささささんんんん        2 年高橋高橋高橋高橋ささささんんんん    

    

    

    

    3 年主任（兼進路指導主事）の齋藤 

明先生をお招きしてお話を伺います。 

Ｑ：受験ですか，受検ですか？ 

齋齋齋齋：：：：そっそっそっそっ，，，，そこからですかそこからですかそこからですかそこからですか！！！！公立高校公立高校公立高校公立高校でででで    

        はははは「「「「入学者選抜学力検査入学者選抜学力検査入学者選抜学力検査入学者選抜学力検査」」」」をををを行行行行ううううのののの    

でででで，，，，出願出願出願出願書類等書類等書類等書類等でででではははは「「「「受検受検受検受検」」」」ととととなっていますなっていますなっていますなっています。。。。たたたた

だだだだ，，，，学力検査学力検査学力検査学力検査だけでだけでだけでだけで選抜選抜選抜選抜するわけではするわけではするわけではするわけではありませんありませんありませんありません。。。。    

Ｑ：学力検査は何回受けられるのですか？ 

齋齋齋齋：：：：学力検査学力検査学力検査学力検査にはにはにはには前期選抜前期選抜前期選抜前期選抜とととと一般選抜一般選抜一般選抜一般選抜がありがありがありがあり，，，，一般選一般選一般選一般選

抜抜抜抜をををを終了終了終了終了したしたしたした時点時点時点時点でででで，，，，合格者合格者合格者合格者がががが募集定員募集定員募集定員募集定員にににに満満満満たなたなたなたな

いいいい高校高校高校高校のののの学科学科学科学科でででで 2222 次募集次募集次募集次募集をををを行行行行いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから，，，，

公立高等学校公立高等学校公立高等学校公立高等学校にににに関関関関してはしてはしてはしては最大最大最大最大でででで 3333 回回回回！！！！    

Ｑ：それぞれどう違うのですか？ 

齋齋齋齋：：：：まずまずまずまず前期前期前期前期選抜選抜選抜選抜ですがですがですがですが，，，，各高校各高校各高校各高校でででで学科学科学科学科ごとにごとにごとにごとに「「「「前期前期前期前期

選抜選抜選抜選抜におけるにおけるにおけるにおける出願出願出願出願のののの条件条件条件条件」」」」というものをというものをというものをというものを公表公表公表公表してしてしてして

いますのでいますのでいますのでいますので，，，，それをそれをそれをそれを見見見見てててて「「「「我我我我こそはこそはこそはこそは条件条件条件条件をををを満満満満たしたしたしたし

ているているているている」」」」とととと思思思思うううう人人人人がががが中学校経由中学校経由中学校経由中学校経由でででで出願出願出願出願しますしますしますします。。。。    

Ｑ：前期選抜では，どんな検査があるんですか？ 

齋齋齋齋：：：：学力検査学力検査学力検査学力検査（（（（国国国国・・・・数数数数・・・・英英英英））））またはまたはまたはまたは口頭試問口頭試問口頭試問口頭試問，，，，及及及及びびびび面面面面

接接接接ですですですです。。。。高校高校高校高校がががが希望希望希望希望すればすればすればすれば，，，，作文作文作文作文やややや実技実技実技実技をををを実施実施実施実施すすすす

ることもできますることもできますることもできますることもできます。。。。    

Ｑ：えっ！テストがあるんですか？ 

齋齋齋齋：：：：あるところがほとんどですあるところがほとんどですあるところがほとんどですあるところがほとんどです。。。。いくらいくらいくらいくら条件条件条件条件にににに合合合合っっっっ

ているとているとているとていると自分自分自分自分でででで思思思思ってってってってもももも検査結果検査結果検査結果検査結果がががが…………（（（（後略後略後略後略）。）。）。）。    

    （次回は，一般選抜についてお話を伺います。） 
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専門委員会 
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読み聞かせ TIME 職員会議 

生徒集会 

英検③ 角間川梵天来校 

岩手県剣道練成会 

公立高校前期選抜試験 

藤木梵天来校 

3 年実力テスト 
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平 成平 成平 成平 成 ３ ０３ ０３ ０３ ０ 年 度年 度年 度年 度    

学校報学校報学校報学校報新年特集新年特集新年特集新年特集号号号号    

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 

「心のバリアフリー講演会（市教委主催）」が，1 月 11

日に市民会館小ホールで開催されました。開会行事では，

本校の「車椅子バスケ体験教室」や職員が取り組んだ「障

がい者の理解と支援」研修も紹介していただきました。 

会では北海道教育大学函館校の細谷先生の講演がありま

したが，「「「「ともにともにともにともに過過過過ごすごすごすごす友達友達友達友達やややや人人人人としてとしてとしてとして多様多様多様多様なななな人人人人がいることがいることがいることがいること

をををを理解理解理解理解しししし，，，，助助助助けけけけ合合合合えるえるえるえる関係関係関係関係をををを築築築築くことがくことがくことがくことが大切大切大切大切」」」」「「「「自分自分自分自分もももも多様多様多様多様

なななな人人人人のののの一人一人一人一人であるであるであるである」」」」というお話が特に印象に残りました。 


