
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

今年も，まずまずの PTA 授業参観日和となりました。

年度初めのお忙しい中，多くの会員の皆様においでいただきました。 
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＜＜＜＜PTAPTAPTAPTA総会＞総会＞総会＞総会＞                        ③③③③    

 佐々木会長に議長をお願いし，会務報告及び会計監査報告並びに

予算の審議などを進めてい

ただきました。詳しくは総会

資料をご覧ください。最後に

平成 30 年度の役員改選が行

われ，次の方々に全校の PTA

をリードしていただくこと

になりました。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

               

4 月には様々な検診があります。

先日も学校歯科医の碓氷先生からお

いでいただき，歯科検診を行いまし

た。（写真はその様子） 

「3 年生は言うことなかった。歯茎がピッカピカ。よい生活習慣が

身に付いてきている証拠。下の学年には，歯茎が真っ赤な子や汚れ

の見られる子がいた。歯と生活リズムには関係があるので，特に 1

年生は中学校に入って，まだ生活リズムが 

整っていないのかも…。」（碓氷先生 談） 

 

今年度，技術・家庭科を担当し

てくださる先生方を紹介します。 

ようこそようこそようこそようこそ南中南中南中南中へへへへ 
技術担当技術担当技術担当技術担当・・・・青池恵舟先生青池恵舟先生青池恵舟先生青池恵舟先生 

        六郷町出身＆美郷

町在住。趣味はもの

づく入り全般で，木 

工や金工，情報，栽

培と何でも高いレベ

ルでこなす技術科界 

のカリスマ。かつて 

は，ドイツ日本人学校にも勤務した

ことのある国際派。 

「とにかくモノづくりが大好きで，

生徒の皆さんと色々な事にチャレン

ジしたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。」 

家庭担当家庭担当家庭担当家庭担当・・・・佐藤則子先生佐藤則子先生佐藤則子先生佐藤則子先生 

        大館市出身＆横手

市在住。趣味のスキ

ーは，かつてインス

トラクターを務め

たほどの腕前！他

にランニングも…。 

家具をエイジング加工する程レトロ 

な雰囲気やモノが好き。 

「（南中の）教室の戸のガラスがいい

感じです。生徒の皆さんは返事も立

派で明るくて，今からワクワクして

います。よろしくお願いします。」 

 

今年度の全国・

学力学習状況調査

（3 年生対象）が

17 日に行われました。今年度は，「国「国「国「国

語語語語 AAAA」「国語」「国語」「国語」「国語 BBBB」「数学」「数学」「数学」「数学 AAAA」「数学」「数学」「数学」「数学 BBBB」」」」に

「理科」「理科」「理科」「理科」が加わりました。生活習慣や

学習習慣についての質問に答える「質

問紙」調査も！ 

Q「どうでしたか？」（3年生に聞きました！） 

A「数学 Bが難しかったです。説明をする問 

 題が多くて。国語 Aは比較的 easy！」 
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PTA 会長 佐々木 さん 

PTA 副会長 
打川 さん 
髙橋 さん 
橋本 さん 

監 事 
佐藤 さん 
木村 さん 
大坂 さん 
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①：3 年学級活動「こんな自
分になりたい」 

②：1 年学級活動「ペーパー
タワーを作ろう～仲間と
の協力～」 

③：2 年保健体育「体つくり
運動」 


