
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                           校校校校    長長長長    黒黒黒黒    田田田田    清清清清    志志志志    

  春季総体・ゴールデンウィークも終わ

り，落ち着いた雰囲気の中で充実した学校

生活をおくる季節となりました。２，３年

生は，求める理想の学級づくりに向かって

着実に力強く歩んでいる姿に接し，たいへん頼もしく

感じています。１年生は，新しい仲間とともに，日々

続く中学生としてのはじめての体験を楽しみながら，

確実に成長していることをうれしく思っています。 

 さて，５月の学校経営目標は『『『『基礎基礎基礎基礎づくりづくりづくりづくり（（（（生活生活生活生活・・・・

学学学学習規律習規律習規律習規律のののの徹底指導徹底指導徹底指導徹底指導））））    ～～～～学学学学ぶぶぶぶ力力力力をををを伸伸伸伸ばすばすばすばす実践充実践充実践充実践充

実化実化実化実化～』～』～』～』としました。生活や学習の基本は「当たり前

のことが当たり前にできる生徒」，つまり「常に時計

を見て授業の準備をする」「名前を呼ばれたら『はい』

と返事をしてから発表する」「語尾まで相手に伝わる

ような大きな声で発言する」「毎日の家庭学習をがん

ばる」など，５月中に徹底して学習規律を身につけさ

せたいと考えています。 

 先日，大仙市内の方から１枚のＦＡＸが学校宛に届

きました。内容は，連休でなまった体に活を入れるべ

く，夕方，大曲から南中方面にむかって土手をジョギ

ングしてきたそうです。親水公園付近で，部活動を終

えて帰宅途中の生徒から「こんにちは」とさわやかな

挨拶を受け，突然の出来事で少々戸惑って返事をかえ

すのを忘れてしまったそうです。その後，角間川小学

校近くを通り荒川医院付近で，私服の女子中学生が「こ

んにちは」と笑顔で挨拶をしてくれたそうです。 

 この後は原文です。「この地域は，なんていい子ど

もたちが育っているのだろう。中学生の挨拶一つで，

こんなに心があたたかくなることを実感したのは初

めてです。子どもたちを育んでいる地域性や南中の

教育の在り方が伝わってくる二つの出来事に，一人

の人間として心から『明るい未来と希望』を感じる

ことの出来た一日になりました。」 

 自然に心から口をついてでた「挨拶」が，地域の方々

にとってこれほどの影響力があることを，改めて実感

しました。子どもたち（生徒）は，地域の宝であり夢

や希望でもあります。これからも，地域に根ざした学

校経営を目指し努力してまいります。 

 

 

 

 

 

 ３年生が修学旅行に出かけた時は，まだ田んぼに雪

があったのですが，連休中は夏日を記録した日もあり

ました。あっという間に季節は初夏です。学校では，

学習・生徒会活動に加え，部活動（＆陸上練習）も本

格化します。 
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全校漢字テスト① 陸上練習開始 

体文理事会 PTA拡大役員会 

尿検査② 

心電図・貧血血液検査 

左沢杯全国選抜剣道大会 

避難訓練② 小学校職員授業参観 

耳鼻科検診（１年生） 

歯科検診 

全県春季剣道・卓球大会 

全県春季卓球大会 定期演奏会 

郡陸壮行会 英単テスト 中央委員会 

郡陸上競技大会（西仙北中～23日） 

職員会議 

城東中野球大会（～27日） 

専門委員会 

JRC再登録式 生徒総会 

 

 

 

【卓 球】 

郡市春季大会 ４／２８～２９ 美郷町リリオス 

○男子団体予選   1勝 2敗 予選敗退 

大曲南２－３大 曲 大曲南２－３美 郷 

大曲南３－１角 館  

○男子個人 優 勝  佐々木拓登 

「団体戦では決勝リーグに出られず，全県に出場する

ことができませんでした。総体では団体で全県に出場

したいです。」（佐々木主将） 

○女子団体     3勝 3敗 団体 3位 
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大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立    

大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校大曲南中学校    



大曲南３－２西明寺 大曲南２－３大 曲  

大曲南０－３角 館 大曲南３－２美 郷 

大曲南３－２太 田 大曲南２－３仙 北 

○女子個人 準優勝    小田嶋稚花  

ベスト 16  粟津茉衣 

「今回の大会では，3年生がもうすぐ終わるというこ

ともありチーム全体で気合いが入っていた大会でし

た。特に，1年生は中学初の大会で勝利したりととて

もがんばっていました。」（粟津主将） 

【野 球】 

春季野球神岡大会 ４／２８ 西仙北中球場 

大曲南１－２大曲西 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 計 

大曲西 ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ２ 

大曲南 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ 

「今回の春季大会は課題が多く見つかり，収穫のある

大会でした。接戦となり，惜しくも負けてしまいまし

たが，負けは負けです。『惜しかったら，いいや』で

はなく，仲間たちと勝つ喜び，勝つ感動を味わえるよ

うに，夏まであと１カ月半の練習を，気合いを入れて

頑張ります。」（武部主将） 

【バスケットボール】 

郡市春季大会 ４／２１ 美郷中体育館 

大曲南３８－７７大  曲 大曲南３８－４９生保内 

「春季大会では，全県新人２位の大曲中を前半 29点

に抑えるなど，自分たちの力を出すことができました

が，生保内中は新人戦では勝っていた相手なのに負け

てしまいました。練習したことが確実に身についてい

なくて，努力が足りないと感じました。残りの時間を

大切にして大会に臨みたいと思います。」（石橋主将） 

【バレーボール】 

郡市春季大会 ４／２８ 協和体育館 

大曲南０（１０－２５，８－２５）２太  田 

「今回の春季大会は，今まで練習してきた成果を発揮

する場でしたが，なかなか自分たちのペースで攻撃す

ることができませんでした。最終的に，太田中に力負

けしてしまいましたが，太田中の良いプレーを盗み，

これからの練習で自分たちのものにしたいです。」 

（照井主将） 

 

 

 

 

 

連休の真ん中の５月１日に，延期となっていた校内

陸上記録会を行いました。３年生はチームロープ（長

縄跳び）で逃げ切りましたが，去年は若干ひ弱だった

現２年生が，冬を越して見違えるようになり，リレー

と綱引きでスピードとパワーを見せ付けました。 

各学級とも，団体種目では，「キジな（きついな）

～」と言いながら対抗意識をむきだしにして頑張って

いました。きついことをみんなで頑張ることで絆が深

まりました。 
 

【【【【学級対抗学級対抗学級対抗学級対抗のののの部部部部】】】】＊（  ）内は得点 

    

【【【【個人成績個人成績個人成績個人成績】】】】    

 

 

 

 

 

優優優優    勝勝勝勝    準優勝 第３位 第４位 

３B（335） ３A（282） ２A（249） １A（112） 

種 目 １１１１    位位位位    ２ 位 ３ 位 

綱引き ２A ３B ３A 

男子リレー ２A ３A ３B 

女子リレー ２A ３B ３A 

チームロープ ３A ２A ３B 

種 目 １１１１    位位位位    ２ 位 ３ 位 

１男 100m 佐々木選手 伊藤選手 高橋選手 

２男 100m 田中選手 加藤選手 佐藤選手 

３男 100m 髙橋選手 佐々木選手 先﨑選手 

共男 200m 髙橋選手 田中選手 先﨑選手 

共男 400m 

 

武部選手 寺島選手 佐貫選手 

共通 800m 高橋選手 佐藤選手 照井選手 

1男 1500m 須藤選手 木村選手 ― 

２・３男 1500m 高橋選手 照井選手 成瀬選手 

共男 60mH 佐々木選手 高橋選手 佐藤選手 

男走高跳び 高橋選手 小野寺選手 寺田選手 

男走幅跳び 佐々木選手 先﨑選手 武部選手 

男砲丸投げ 田越選手 真坂選手 粟津選手 

１女 100m 佐藤選手 八木選手 新飯田選手 

２女 100m 篠原選手 丸山選手 高橋選手 

３女 100m 渡辺選手 志賀選手 宮島選手 

共女 200m 渡辺選手 志賀選手 篠原選手 

共女 800m 宮島選手 髙橋選手 志賀選手 

 １女 1500m 小場選手 深浦選手 ― 

２・３女 1500m 宮島選手 丸山選手 佐々木選手 

共女 60mH 渡辺選手 佐藤選手 高橋選手 

女走高跳び 篠原選手 志賀選手 照井選手 

女走幅跳び 佐藤選手 畠中選手 杉山選手 

女砲丸投げ 照井選手 高橋選手 石橋選手 


