
 

 

 

 

 

 

  早いもので，

もう 3 年生の保護者の皆様に卒業式（3/9  13:00～の

予定）のご案内をお届けする頃となってしまいました。 
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学校安全日学校安全日学校安全日学校安全日    職員会議職員会議職員会議職員会議（（（（卒業式関連卒業式関連卒業式関連卒業式関連））））    

アンサンブルコンサートアンサンブルコンサートアンサンブルコンサートアンサンブルコンサート（（（（和和和和ピアピアピアピア））））    

職員研修職員研修職員研修職員研修（（（（学校評価学校評価学校評価学校評価））））    

前期選抜合格発表前期選抜合格発表前期選抜合格発表前期選抜合格発表        

1111・・・・2222 年年年年スキースキースキースキー教室教室教室教室（（（（協和協和協和協和スキースキースキースキー場場場場））））        

生徒集会生徒集会生徒集会生徒集会    

基礎基礎基礎基礎テストテストテストテスト英語英語英語英語②②②②    

一般選抜出願期間一般選抜出願期間一般選抜出願期間一般選抜出願期間（～（～（～（～15151515 日日日日））））    

中学中学中学中学校海外派遣報告会校海外派遣報告会校海外派遣報告会校海外派遣報告会    新入生体験入学新入生体験入学新入生体験入学新入生体験入学    

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会    

学校評議員会学校評議員会学校評議員会学校評議員会    ふりかえりふりかえりふりかえりふりかえり FRIDAYFRIDAYFRIDAYFRIDAY    

一般選抜志願変更期間一般選抜志願変更期間一般選抜志願変更期間一般選抜志願変更期間（～（～（～（～20202020 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        ＊＊＊＊給食給食給食給食がありませんがありませんがありませんがありません！！！！    

生徒集会生徒集会生徒集会生徒集会    職員会議職員会議職員会議職員会議    

テストテストテストテスト前部活動休止前部活動休止前部活動休止前部活動休止（～（～（～（～24242424 日日日日））））    

後期期末後期期末後期期末後期期末テストテストテストテスト    

読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ TIMETIMETIMETIME    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

        1 月 25 日には角間川

昭和53年会の皆さんが，

30 日には藤木昭和 53

年年会の皆さんが，恒

例の梵天披露に来校し 

てくださいました。玄関前に並んだ 2・3 年の生徒（と

教室の窓からのぞき込む他の生徒）を前にして，梵天

唄を披露し，母校母校母校母校のののの校内安全校内安全校内安全校内安全とととと 3333 年生年生年生年生のののの合格合格合格合格を祈願し

てくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                返返返返しししし歌歌歌歌もももも頑張頑張頑張頑張りましたりましたりましたりました！！！！    

    

    

    

    進路講座③は，「面接」についてで 

す。お話は齋藤明 3年部主任です。 

Ｑ：前期選抜試験が終わりましたが，面 

接でどんなことを聞かれたのですか。 

齋齋齋齋：：：：話話話話せばせばせばせば長長長長くなりますくなりますくなりますくなります。。。。個人面接個人面接個人面接個人面接とととと集集集集    

団面接団面接団面接団面接がありますしがありますしがありますしがありますし…………。。。。    

Ｑ：では，まずは個人面接についてお願いします。 

齋齋齋齋：：：：主主主主なものでいいですねなものでいいですねなものでいいですねなものでいいですね。。。。こんなこんなこんなこんな感感感感じですじですじですじです。。。。    

◇この学科を志願した理由 ◇家での役割（手伝いとか） 

◇体験入学に参加しての印象 ◇気になっているニュース 

◇中学校3年間で頑張ったこと ◇感動した本 

◇自分の長所･短所 ◇スマホを持っているか 

◇得意な料理 ◇本校卒業後の進路は 

◇得意教科・苦手教科 ◇入学後に頑張りたいこと 

Ｑ：集団面接は？できれば先輩の感想も！ 

齋齋齋齋：：：：to be continuedto be continuedto be continuedto be continued…………．．．．    

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！！！！    

音楽科・佐音楽科・佐音楽科・佐音楽科・佐    藤藤藤藤    美美美美    紀紀紀紀    先生先生先生先生    
 

         今年度の校内授業研究会のトリは

佐藤美紀先生の音楽の授業（2 年生）

でした。あの「「「「旅立旅立旅立旅立ちのちのちのちの日日日日にににに」」」」を教

材曲にして，Piu mosso（今までよ

り速く）の部分では，どのくらいの

速度がこの曲にふさわしいのか考

えるという授業です。♩=88，♩=92，

♩ =100 の選択肢から，どの速度が 

卒業式で歌うこの曲にピッタリするのかを各自で考え

る→グループで意見交換し，それを全体で発表し合う

→発表された意見の検証を全員で歌いながら行い，さ

らに全体で話し合いを深めるという展開でした。 

 最初に自分自分自分自分がががが抱抱抱抱いていたいていたいていたいていた曲の速度と歌詞の表現等に

対する認識認識認識認識がががが，友だちの違う考えが入ってきたり，自

分が説明したりしたことで新新新新しいしいしいしい認識認識認識認識にににに更新更新更新更新されてい

きます。その様子が生徒の発言から伝わってきました。

まさにまさにまさにまさに「「「「深深深深いいいい学学学学びびびび」！」！」！」！また，参観者は，2 年生の話す

力の高さに感心しました。この力は級友がしっかりと

聞いてくれるから育つという面もあります。Good！ 
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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③１月号③１月号③１月号③    

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 


