
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

４４４４    

月月月月    

5（木）新任式 前期始業式 入学式準備 
6（金）第 51 期生入学式（19 名）① 
    2・3 年ヘルメット着用登校スタート！ 
9（月）登校安全指導 学友区会 身体計測 
    避難訓練（地震想定） 
10（火）礼法指導 生徒会入会式 交通安全教室 
11（水）進級・入学おめでとうテスト 
12（木）体文総会 PTA 参観 PTA 総会 
16（月）部活動発会式 
17（火）全国学力・学習状況調査（3年） 
19（木）生徒会認証式 歯科検診 
20（金）眼科検診 
21（土）郡市春季大会（～22 日） 

春季野球神岡大会（～22 日・28 日） 
26（木）校内陸上記録会（県営競技場）② 尿検査Ⅰ 

    

５５５５    

月月月月    

7（月）郡陸上に向けた練習がスタート 

8（火）生徒総会 体文理事会  PTA 拡大役員会 
9（水）JRC 再登録式 尿検査Ⅱ 
10（木）消防講話＆トーク集会（吉田瑞穂さんをお

招きして）内科検診     
14（月）陸上壮行会 教育実習（～6／1） 
15（火）郡市陸上競技大会（西仙北中～16 日） 
18（金）大雨で市災害対策本部設置＊本校被害なし 
21（月）基礎テストスタート 先ずは国語から 
22（火）色覚検査（1年） 
24（木）3年の実力テストがスタート 
25（金）ふりかえり FRIDAY 
28（月）新パワーアップ開始 
29（火）市教委事務指導訪問 照度検査 
30（水）チャレンジデー（親水公園クリーンアップ

⇒イワナの塩焼き）③ 
31（木）2年生環境学習（風力発電施設等見学）④ 
    3 年生が総合の時間に本郷家を見学 

    

６６６６    

月月月月    
1（金）英語検定Ⅰ 

5（火）心電図・血液検査（1・3年）前期中間テスト 

6（水）部活動強化週間スタート 

8（金）指導主事計画訪問（英語） 
12（火）郡市総体壮行会 第１回学校評議員会 
15（金）郡市総体（～17 日）⑤ 本校は剣道会場 
22（金）スカイプを活用してのオーストラリアの中

学生との交流授業（2年） 
25（月）教育長等訪問 
27（水）国際教養大訪問（3年）⑥耳鼻科検診（1年） 
28（木）新パワーアップ 
29（金）ふりかえり FRIDAY 

７７７７    
    

月月月月    

1（日）スーパーPTA⑦ 
4（水）プロジェクター・琴寄贈式 野菜定植（1 年） 
5（木）吹奏楽部壮行演奏会 県総体壮行会 
6（金）校内授業研究会（美術） 
8（日）県南吹奏楽コンクール（湯沢文化会館） 
10（火）1年生宿泊体験（～11 日 秋田市）⑧ 
12（木）保健・生活委員会主催集会 大沼博士の出

前授業（1年） 
14（土）全県総体（～16 日）  
17（火）学友区会 盆踊り練習（～18 日） 
19（木）小中合同クリーンアップ打ち合わせ 
20（金）夏休み前集会  
23（月）夏季休業スタート（8／23 まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALTALTALTALT のリチャードのリチャードのリチャードのリチャード先生先生先生先生がががが，，，，任期任期任期任期をををを終終終終えてえてえてえて，，，，カナダにカナダにカナダにカナダに

帰国帰国帰国帰国することになりましたすることになりましたすることになりましたすることになりました。。。。3333 年間年間年間年間本当本当本当本当にありがとにありがとにありがとにありがと

うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    

（（（（以下以下以下以下，，，，リリリリチャードチャードチャードチャード先生先生先生先生のののの GoodGoodGoodGood なところなところなところなところ生徒編生徒編生徒編生徒編    抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

☆ 「私がなんと言えばいいのか分からなかった単語

をリチャード先生はキーワードで教えてくれた。」 

☆ 「何でも出来る！日本語が上手！」 

☆ 「授業で困った時,日本語で教えてくれる。」 

☆ 「困っていると，駆けつけて教えてくれた。」 

☆ 「とってもカッコよくて，どんなことでも優しく教

えてくださった。」 

☆ 「“On Your Mark”がすてきだった。」 

☆ 「イケメン，リアクションがすごい。」 

☆ 「声が聞き取りやすい。」 

☆ 「他の人からの意見に対するリ 

クションが大きくて良い。」 

☆ 「笑顔がすてき。」 

☆ 「鼻が高くて，高身長でかっこいい。」 

☆ 「どんな時でも笑って盛り上げてくれる。」 

       
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不
岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武岐 文武ベストを不
岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文武不岐 文ダー武不岐猛不岐 文い不岐文
武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不
岐文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武
不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐  文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不
岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不
岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武
不岐  文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不
岐 文武不岐 

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７７７７月号月号月号月号③③③③    

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 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技＞＞＞＞            
1 年女子 1500m 第５５５５位 中野選手 

2 年男子 110mH  藤峯選手 

（決勝進出ならず） 

2 年女子 100m  黒田選手 

（決勝進出ならず） 

＜＜＜＜剣剣剣剣        道道道道＞＞＞＞            
男子団体  惜しくも予選リーグ敗退 

女子団体  惜しくも予選リーグ敗退 

 

 

 

 

○7 月 17 日と 18 日に，恒

例の盆踊り練習が行われ

ました。今年度も盆踊り保

存会の方々からおこしい

ただきました。1 日目の練

習終了後に指導者の方か

ら「99％大丈夫だ。さすが

中学生。」というお言葉をいただきました。今年度は，

関係者のご好意で，女子生徒全員が着物で参加でき

るとのことでした。 

○盆踊りだけではなく，クリーンアップ，南部フェス

タ（吹奏楽部），サマーショートボランティア（希

望者），神輿供人（希望者），アルミ缶・古紙回収

等，夏休みには生徒が地域と関わる機会が多くあり

ます。地域貢献活動は学びの場でもあります。有意

義な体験となりますように！ 

 

 
 

 

7777／／／／    23232323（（（（月月月月））））小中合同小中合同小中合同小中合同クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ    

25252525（（（（水水水水））））2222 年職場体験学習年職場体験学習年職場体験学習年職場体験学習（～（～（～（～27272727 日日日日））））    

    27272727（（（（金金金金））））3333 年被災地訪問年被災地訪問年被災地訪問年被災地訪問（（（（気仙沼市気仙沼市気仙沼市気仙沼市））））    

8888／／／／  6  6  6  6（（（（月月月月））））3333 年学習相談年学習相談年学習相談年学習相談（～（～（～（～8888 日日日日））））    

16161616（（（（木木木木））））角間川盆踊角間川盆踊角間川盆踊角間川盆踊りりりり    

17171717（（（（金金金金））））中学生中学生中学生中学生サミットサミットサミットサミット    

19191919（（（（日日日日））））アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶・・・・古紙回収古紙回収古紙回収古紙回収    

21212121（（（（火火火火））））諏訪神社祭典諏訪神社祭典諏訪神社祭典諏訪神社祭典                                    ぽとっ 

＊3 年生には高校の体験入学や三者面談が

あります。そして,学校代表で駅伝や英語

暗唱弁論の練習を頑張る生徒も！3 年生 

   には，二度と来ない

中学校の夏休みで

す。頑張ろう！ 

 

 

 

 

 

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    博士博士博士博士のののの授業拝見授業拝見授業拝見授業拝見！！！！    

大曲農業高等学校大曲農業高等学校大曲農業高等学校大曲農業高等学校    農学博士農学博士農学博士農学博士    大沼克彦先生大沼克彦先生大沼克彦先生大沼克彦先生 

         本校の 1年生の総合学習では，「食
育」が重要なテーマです。そのため，

自分たちで野菜を育てたり，食品ロ
スについて調べたりしていますが，
大曲農業高校の大沼博士からおい

でいただき，「微生物の働きや栄養」
などについて教えていただくこと
が恒例となっています。今年も，7 

月 12 日に，出前授業をしていただきました。 
馬糞の中から見つけたカブトムシの話から始まっ
て，土の中の微生物が作ってくれた有機肥料がとても

重要だということを勉強しました。なんでも，1g の
土の中には，1億もの微生物がいるそうです。 

                        「大曲南中学校，3 年間お世 

話になりました。ALT としての 3 

年間はとても早く感じました。南

中の皆さんのおかげで，大仙市

での生活は自分にとって本当に

いい経験になりました。たくさんの 

思い出はとてもよかったです。牛木先生や康子先生から英

語の授業で生徒に対し，効果的な教師になるにはどのよう

にすればよいかを教えていただいたことは決して忘れません。

皆さん，この 3 年間本当にお世話になりました。ぜひいつか

カナダにいらっしゃる時はご連絡ください。今感謝の気持ち

でいっぱいです。ありがとうございました。」（リチャード・ダーク

セン＊メッセージは原文のまま。リチャード先生は日本語の勉強を一

生懸命に頑張っていました。） 

Thank you so much for everything. Some of Thank you so much for everything. Some of Thank you so much for everything. Some of Thank you so much for everything. Some of     

thethethethe best times in my life happened here in    best times in my life happened here in    best times in my life happened here in    best times in my life happened here in       

Daisen. Daisen. Daisen. Daisen. ＩＩＩＩ h h h have learned so much from you.ave learned so much from you.ave learned so much from you.ave learned so much from you.    

I hope to come back to visit this school.I hope to come back to visit this school.I hope to come back to visit this school.I hope to come back to visit this school.    

I will never forget you! I will never forget you! I will never forget you! I will never forget you!     

1111    事故事故事故事故（（（（非行非行非行非行））））のないのないのないのない夏休夏休夏休夏休みみみみ＆＆＆＆自自自自らのらのらのらの命命命命・・・・安全安全安全安全をををを自自自自らららら守守守守るるるる意識意識意識意識でででで！！！！    

□交通事故，特に自転車に乗っている時が心配！ □水難事故（南中学区には川が！） 

□不審者事案 □SNS 等でのトラブル 

＊夏休みになると，平日は子どもは休みで大人は仕事 → おとなの目の届かない 

時間帯の増加 → 規則正しくない生活習慣が心配 

2222    何何何何かかかかありましたらありましたらありましたらありましたら，，，，そのそのそのその日日日日のうちにのうちにのうちにのうちに連絡連絡連絡連絡をををを！！！！    

こちらが気をつけていても，思わぬことに遭遇するということもあります。何かあり

ましたら，その日のうちに，学校（場合によっては警察）へ  大曲南中大曲南中大曲南中大曲南中 65656565－－－－2001200120012001    


