
 

 

 

 

 

    

    

    

    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う第 2弾は，「一般 

選抜検査」についてです。 

Ｑ：一般選抜の選抜方法を教えてください。？ 

齋齋齋齋：：：：中学校中学校中学校中学校のののの成績成績成績成績をををを記記記記したしたしたした調査書調査書調査書調査書・・・・学力検学力検学力検学力検    

査査査査のののの成績成績成績成績・・・・面接面接面接面接でででで総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断しますしますしますします。。。。    

Ｑ：面接では何を聞かれるのですか？ 

齋齋齋齋：：：：いきなりそこですかいきなりそこですかいきなりそこですかいきなりそこですか？？？？そのそのそのその前前前前にににに，，，，学力検査学力検査学力検査学力検査についてについてについてについて

聞聞聞聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。    

Ｑ：でも，5 教科でしょ。学校の試験と何が違いますか？ 

齋齋齋齋：：：：日程日程日程日程はははは，，，，今年度今年度今年度今年度はこんなはこんなはこんなはこんな感感感感じですじですじですじです。。。。    
    第第第第 1111 時時時時    第第第第 2222 時時時時    第第第第 3333 時時時時    昼 食昼 食昼 食昼 食    第第第第 4444 時時時時    第第第第 5555 時時時時    

検査検査検査検査    
時間時間時間時間    

8:508:508:508:50    

～～～～    
9:509:509:509:50    

10:1010:1010:1010:10

～～～～
11111111::::10101010    

11:3011:3011:3011:30    

～～～～    
12:3012:3012:3012:30    

12121212::::33330000    

～～～～    
13:1513:1513:1513:15    

13:1513:1513:1513:15    

～～～～
14141414::::05050505    

14:2514:2514:2514:25    

～～～～
15151515::::15151515    

学力学力学力学力

検査検査検査検査

後後後後    

教科教科教科教科    国語国語国語国語    数学数学数学数学    英語英語英語英語        理科理科理科理科    社会社会社会社会    面接面接面接面接    

Ｑ：休み時間が 20 分もあるんですね？ 

齋齋齋齋：：：：そこよりもそこよりもそこよりもそこよりも，，，，各教科各教科各教科各教科のののの検査時間検査時間検査時間検査時間がががが長長長長くなっているこくなっているこくなっているこくなっているこ

とにとにとにとに注目注目注目注目！！！！そしてそしてそしてそして，，，，午前中午前中午前中午前中にににに 3333 教科教科教科教科ですよですよですよですよ。。。。学校学校学校学校でででで

もももも，，，，同同同同じようなじようなじようなじような日程日程日程日程でででで実力実力実力実力テストをしていますテストをしていますテストをしていますテストをしています。。。。    

Ｑ：志願変更って何ですか？ 

齋齋齋齋：：：：志願先変更期間内志願先変更期間内志願先変更期間内志願先変更期間内（（（（今年度今年度今年度今年度はははは 2/192/192/192/19～～～～2/212/212/212/21 のののの正午正午正午正午））））

にににに他校他校他校他校へへへへ変更変更変更変更したりしたりしたりしたり，，，，同一校同一校同一校同一校でででで学科学科学科学科をををを変更変更変更変更したりすしたりすしたりすしたりす

ることですることですることですることです。。。。変更変更変更変更はははは 1111 回回回回だけでだけでだけでだけで，，，，再変更再変更再変更再変更はははは認認認認められめられめられめられ

ませんませんませんません。。。。（次回は面接についてです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 という企画展を校内で行っています。佐藤純一さん

の知り合いである角間川小学校の佐藤校長先生を通  

じて，お宝グッズをお借りしました。佐藤さんが審判 

を務めたオールスターゲー 

ムや日本シリーズでの使用 

球，審判員の公式シャツ等を 

校長室前に展示しています。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

大地震が発生したという想定で，参加者がいざとい

う時の安全行動を確認するのがこの訓練です。1 月 23

日（水）の 11 時から，全市一斉に行われました。 

今回は，停電で校内の緊急放送が使えなくなったと

いう想定で，ハンドマイクを持って各階をまわりまし

た。実際，東日本大震災の時は， 

緊急放送の最中に電源がダウン 

しました。備えは必要です。 
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平成平成平成平成 ３０３０３０３０ 年度年度年度年度    

学校報学校報学校報学校報１月号②１月号②１月号②１月号②    

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 

元近鉄元近鉄元近鉄元近鉄バッファローズバッファローズバッファローズバッファローズ    佐藤純一氏佐藤純一氏佐藤純一氏佐藤純一氏（（（（大阪在住大阪在住大阪在住大阪在住））））    

プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

1111960960960960 年年年年旧大曲旧大曲旧大曲旧大曲市角間川生まれ市角間川生まれ市角間川生まれ市角間川生まれ    

角間川小学校角間川小学校角間川小学校角間川小学校    ～～～～    大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校    ～～～～    大曲高校～大曲高校～大曲高校～大曲高校～    秋田秋田秋田秋田    

相互銀行相互銀行相互銀行相互銀行    ～～～～    近鉄バッファローズ（現オリックス）近鉄バッファローズ（現オリックス）近鉄バッファローズ（現オリックス）近鉄バッファローズ（現オリックス）～～～～        

パリーグ審判部パリーグ審判部パリーグ審判部パリーグ審判部（ジム・エバンス審判学校履修）（ジム・エバンス審判学校履修）（ジム・エバンス審判学校履修）（ジム・エバンス審判学校履修）    

    

 あるあるあるある日日日日のおのおのおのお昼前昼前昼前昼前，，，，教頭先生教頭先生教頭先生教頭先生とととと田代田代田代田代さんがさんがさんがさんが職員室職員室職員室職員室のののの東側東側東側東側のののの

窓窓窓窓からからからから軒下軒下軒下軒下をををを見見見見ていましたていましたていましたていました。「。「。「。「いるいるいるいるいるいるいるいる！」！」！」！」「「「「えっえっえっえっ，，，，何何何何？？？？」」」」

覗覗覗覗いてみたらいてみたらいてみたらいてみたら，，，，キジがキジがキジがキジが職員室職員室職員室職員室のののの外側外側外側外側のののの壁沿壁沿壁沿壁沿いにいにいにいにひひひひょこひょょこひょょこひょょこひょ    

                                    ことことことこと歩歩歩歩いているではありまいているではありまいているではありまいているではありませんかせんかせんかせんか。。。。    

キジはキジはキジはキジは日本日本日本日本のののの国鳥国鳥国鳥国鳥でででで，，，，日本日本日本日本人人人人とのかとのかとのかとのか    

かわりのかわりのかわりのかわりの深深深深いいいい鳥鳥鳥鳥でででですすすす。。。。「「「「地震地震地震地震がががが近近近近づけばづけばづけばづけば    

大声大声大声大声でででで鳴鳴鳴鳴くくくく」」」」ともともともとも言言言言われわれわれわれてててているそうでいるそうでいるそうでいるそうで    

すすすす。。。。なおなおなおなお，，，，今回今回今回今回ののののシェイクアウトシェイクアウトシェイクアウトシェイクアウト訓練訓練訓練訓練    

とととと関係関係関係関係はははは今今今今のところのところのところのところ不明不明不明不明ですですですです。。。。    

1 年生が，再び技術

の時間に大作に挑戦し

ていると聞き，授業を

覗いてみました。 

青池先生の指導もも

ちろん素晴らしいので

すが，1 年生も本格的

な指導に応え，モノづ

くりに一生懸命に取り

組んでいます。「自分た

ちで設計をして，棚と

かを作っています。」

（小松田さん）厚紙で

作った模型もありま

す。完成が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国的にインフルエンザが流行しています。市内で

も，学級・学年閉鎖をしている学校があります。本校で

は，罹患者はまだ若干名ですが，油断はなりません。う

がい・手洗い，そして人ごみを避ける等の自衛が必要で

す。特に，練習試合や大会の後が要注意です。 

★★★★インフルエンザとインフルエンザとインフルエンザとインフルエンザと診断診断診断診断されたらされたらされたらされたら…………    

 ①発症した後 5 日を経過 

 ②しかも解熱した後 2 日を経過 

①②をク
リアして
から登校 



 


