
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                              

 

 

今日から，いよいよ平成 25 年度が始ま

りました。まずもって，２年生，３年生

の皆さん進級おめでとうございます。皆

さんは，昨年，一昨年の反省をふまえて

「今年こそは」という新たな決意や希望を心に抱き，こ

の場にいることと思います。人は反省があるから，前に

進むことができます。反省があるから大きく成長できま

す。「初心忘るるべからず」 今の決意や希望を忘れる

ことなく，自分の夢の実現に向け，一歩一歩階段を上っ

てください。 

 さて，２・３年生に新年度を迎えるにあたってがんば

ってもらいたいことがあります。 

２年生は･･･ 

①入学してくる新入生にやさしく丁寧に中学校生活を

教えてやって下さい。皆さんも入学したときは，右も

左もわからず戸惑ったり迷ったりしたことがあった

と思います。１年前を思い出し，新入生に優しく教え

てやってください。 

②皆さんは約半年後，３年生に代わり生徒会活動や部活

動など学校生活のリーダーとなります。先輩たちの築

いた伝統を引き継ぐための意識と自覚をもって毎日

の生活を送ってください。 

３年生は･･･ 

①この大曲南中学校は皆さんがリーダーとなって築い

ていく学校です。卒業まで残り１年ですが，今まで見

守っていただいた地域，家族，何よりも自分自身に誇

りをもって卒業できるよう，学習や部活動に全力で取

り組んで欲しいと思います。 

②高校受検に向けての心構えをもち，一日一日を大切に

生活して下さい。「まだまだ時間がある」「夏休み後

に頑張る」など思っている人はいませんか？時間はあ

っという間に過ぎてしまいます。直前になって慌てな

いよう，目標を達成に向け計画的に取り組んでくださ

い。以上のことを，心がけて学校生活に取り組んでも

らいたいと思います。 

私も，日本一の学校を目指し皆さんと一緒に取り組む

重点課題を考えてきました。 

①５つのキーワード「学ぶ」「守る」「参加」「挨拶」

「清掃」を全校体制で取り組む。 

②11 月 29 日に開催予定の，全国環境教育研究大会を大

成功させる。 

③基礎・基本の学力向上に向け，全校体制で取り組む。

（校長・教頭もノート点検に参加する。） 

④体力の向上に向け，パワーアップタイムを前期から実

施する。 

大曲南中学校は皆さんの学校です。皆さん自身がこ 

 

 

の学校の歴史と伝統を築いていくのです。自分自身 

と地域の誇れる，全国一の大曲南中学校を先生方と力

を合わせて創っていきましょう。 

（平成 25 年度始業式より） 

 

 

 

    
＜＜＜＜校校校校        訓訓訓訓＞＞＞＞    「「「「文文文文    武武武武    不不不不    岐岐岐岐」」」」    
＜＜＜＜教育目標教育目標教育目標教育目標＞＞＞＞    
「自立・自学・共感」～【徳】やさしく【知】かし 

こく【体】たくましい生徒の育成～ 

＜＜＜＜教育目標具現化教育目標具現化教育目標具現化教育目標具現化のためにのためにのためにのために＞＞＞＞    
（１） 教育実践５つのキーワード 

「「「「学学学学ぶぶぶぶ」「」「」「」「守守守守るるるる」「」「」「」「参加参加参加参加」「」「」「」「挨拶挨拶挨拶挨拶」「」「」「」「清掃清掃清掃清掃」」」」のののの継続継続継続継続    

（２） 生徒主体の教育活動 

（３） 心身を鍛える教育活動の工夫 

＜＜＜＜経営経営経営経営のののの重点重点重点重点＞＞＞＞    
○ 学力向上･･･Toi Joy を全面に出した授業 

○ 環境教育の充実･･･11 月末に，全国環境教育研

究大会に会場校の予定 

○ 体験的なキャリア教育の推進 

○ 小中連携の推進 

○ 夢や目標をもてる教育活動･･･「生きる力」 

○ 自己有用感のもてる教育活動･･･道徳・特活の

充実 

 

 

 

 

4 月 5日（金）に入学式が行われ，新入生 30 名（男

子 14名 女子 16 名）が大曲南中学校の仲間入りをし

ました。第 46期生です。 

校長からの式辞，大森ＰＴＡ会長さんからの祝辞の

後，新入生を代表して宮野希歩宮野希歩宮野希歩宮野希歩さんが「これからは自

分の進むレールは自分で敷かなければなりません。ゴ

ールを間違えないためにも，この中学校生活で正しい

知識と思考を身につけ，一日も早く南中生として誇れ

るような自分たちを創り上げていきたいと思いま

す。」と誓いの言葉を述べました。在

校生も，心なしかウキウキしているよ

うです。新入生の皆さん，少しずつ頑

張っていきましょう。 
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☆ 角間川方面から来る生徒には，朝は親水公園を 

  通り，帰りは，（親水公園は暗くなり心配なの

で）親水公園を通らないように指導しています。 

☆ 藤木角の通り方について，毎年のように地域の 

方々からご指摘をいただきますので，重点区域

のひとつとして以下のように指導を行ってい

ます。 

＜＜＜＜登校時登校時登校時登校時＞＞＞＞                    ＜＜＜＜下校時下校時下校時下校時＞＞＞＞    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜校門前校門前校門前校門前でのおでのおでのおでのお願願願願いいいい＞＞＞＞    

 

        南中南中南中南中    

        駐車場駐車場駐車場駐車場 

 

高橋 

食堂 

さん 

    

校庭 × 

   × 

 

職員室   

 

 

☆車で送って来た場合は，校門前ではなく，他の車の

ご迷惑とならないように高橋食堂さんの前の南中

駐車場で降ろすようにしてください。 

☆忘れ物などを届ける場合も，車を校庭に乗り入れな

いようにお願いいたします。 

☆体調体調体調体調がすぐれがすぐれがすぐれがすぐれないないないない生徒生徒生徒生徒をををを迎迎迎迎えにえにえにえに来来来来たたたた場合場合場合場合ややややケガケガケガケガ等等等等

のののの生徒生徒生徒生徒をををを送送送送ってきたってきたってきたってきた場合場合場合場合はこのはこのはこのはこの限限限限りではりではりではりではあああありませりませりませりませ

んんんん。。。。生徒玄関生徒玄関生徒玄関生徒玄関でででで乗降乗降乗降乗降させてくださいさせてくださいさせてくださいさせてください。。。。    

 

 

 

校  長  黒田 清志  大仙市角間川 
教  頭  後藤  宏  美郷町土崎  
主任主査  佐藤 盛正  大仙市藤木 
            （大曲小より） 
養護教諭  岩澤 和子  大仙市大曲    
教務主任  三浦 健誠  大仙市大曲 
３年主任  山本  薫  大仙市大曲 
３年Ａ組  高橋  涼  大仙市橋本 
２年主任  渡部 政仁  大仙市大曲  
２年Ａ組  吉田 光宏  大仙市大曲  
２年Ｂ組  荒川 公子  美郷町本堂  
１年主任  田中  一  仙北市生保内 
１年Ａ組   佐藤 和美  美郷町六郷 
            （豊成中より） 
１年担任  今川 千春  横手市駅前 
            （豊成中より） 
兼任（技） 梁田 岳史  横手市平鹿 
兼任（家） 芳谷由佳子  仙北市角館 
専門監   吉澤 孝幸  大仙市大曲 
ＡＬＴ   アイヴィー  大仙市大曲  
心の相談員 藤原 智美  大仙市鑓見内 
情報支援員 鈴木チエ子  大仙市大曲 
嘱託校務員 田代  泉  大仙市大曲 
嘱託用務員 佐藤  博  大仙市藤木 

 

 

 

 

 爆弾低気圧が過ぎ，今週の関東地方はまずまずの天

気のようです。いよいよ明日から３年生は修学旅行で

す。楽しく思い出に残る旅行となりますように･･･。 

 

1 日目 大曲駅→東京駅→舞浜→TDL→両国 

2 日目 両国→（班別研修）→四季劇場「ライオン

キング」→両国 

3 日目 両国→スカイツリー→浅草→国会議事堂

→東京駅→大曲駅 

 

山山山山    本本本本「２日目の班別研修がきちんと予定通りに消 

化できるかが唯一の心配。でも，大丈夫でしょう。」 

高高高高    橋橋橋橋「準備の段階から，さくさくと物事を決めて 

いく子どもたちでした。秋田を離れて，改めてふる

さとのよさを再認識してほしいと思います。」 
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藤木角 
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 ８（月） 給食開始 地区訪問 応援練習 学友区会 

      身体計測 聴力・視力検査 

 ９（火） 礼法指導 生徒会入会式 避難訓練 

１０（水） 修学旅行（３年生～１２日） 

１２（金） 入学おめでとうテスト＆進級テスト 

１５（月） 時間割Ⅰ期開始 

１７（水） ＰＴＡ授業参観 ＰＴＡ総会 体文総会 

２４（水） 全国学力学習状況調査（３年生） 

２６（金） 午前日課 大仙市教職員集会 仙教研春季大会 

２７（土） 郡春季大会（～２８日 野球は２９日まで） 

ふくらまな

いように 

一時停止 


