
 

 

 

 

 

 

 

  

 

乾坤一筆乾坤一筆乾坤一筆乾坤一筆        「「「「３３３３    年年年年    生生生生    のののの    底底底底    力力力力」」」」        
                 校長 黒 田 清 志 

 行事の多かった前期の前半も，間もな

く夏休みを迎えようとしています。校内

を回りましたが，各学年とも暑さにも負

けず真剣に授業に集中している姿が心に

残りました。 

 私は，先日の秋田県中学校総体「剣道

大会」に役員として３日間参加させていただきました。

本校の生徒を含めた選手たちは，暑い中，３年間の集

大成となるべく，各地区の代表として正々堂々と戦う

姿に感銘を覚えました。 

 今年の大会はどの試合も実力が拮抗していたせい

か，代表で決着がつく試合が多かったように思えまし

た。そんな中，３年生の活躍が試合結果を左右してい

ることを気づきました。本校も準々決勝の湯沢北中学

校戦は代表戦までもつれ，３年生の伊勢さんが代表で

出場し，延長戦で目の覚めるような小手ー面を決め３

位入賞を果たしました。また，男子団体で優勝したチ

ームは３年生が３人・１年生が２人のチーム編成で，

３年生が確実にポイントを稼ぎ優勝しました。 

 本校の生徒も，卓球女子個人で優勝し東北大会への

出場権を得た小田嶋さん（２年粟津さんもベスト 8 に

入賞し東北大会出場です）。陸上では，準決勝進出を

果たした共通男子リレーチーム（加藤・田中・高橋・

佐藤）。３年男女 100 メートルで準決勝まで進んだ田

中君・篠原さん，共通男子 110 メートル障害で準決勝

まで進んだ高橋君，共通女子 800 メートルで準決勝ま

で進んだ高橋さん。また，15 日に行われた県南吹奏楽

コンクールでは，県大会出場は逃したものの，佐藤利

樹部長を中心に３年生が後輩たちをリードし最高の演

奏してくれたと聞いています。このように，本校のよ

うな小規模校が全県大会等でこれだけ活躍するのは稀

（まれ）だと思います。 

 このように，「３年生の底力」を発揮し締め括って

くれた前期の前半でした。明日から夏休みを迎えます。

学校とは違い，自分で時間を管理する生活に入ります。

時間を活用して，自己の目標に向け，計画的に実行す

る力は大切です。日々取り組むことをきちんと行い，

さらに夏のボランティア体験や長期の夏休みにしかで

きないさまざまな体験をとおして，大いに自分の個性

や特性を伸ばしてください。健康や安全に気をつけ，

有意義な夏休みを過ごしてください。 

 

○ 本校では，学校に足りない力は積極的に外部に求

め，教育活動をより充実したものしようとしてい

ます。合い言葉は「開け～学校！」です。 

盆 踊 り 練 習 
 角間川公民館と角間川保存会の皆様のご支援をいただき，今年度

も全校で盆踊り練習に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

音 楽 ～和楽器に親しもう～ 
 ２年生の音楽の「和楽器に親しもう」という単元では，仙北市の

平岡さんを講師にお招きして，篠笛の学習をしました。 

 

 

 

 

 

 

１年生 ワークスクーリング 
キャリア教育の一環として，本校では地域の各企業や事業所にご協

力をいただき，職業体験を行っています。今年度は，7777 月月月月 31313131 日日日日～～～～8888

月月月月 2222 日日日日までのまでのまでのまでの 3333 日間日間日間日間，次の皆様からご協力をいただき，１年生が頑

張ります。学校では学べない多くのことを体験してほしいと思います。 
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＊どうぞよろしくお願いいたします。 

 

7月10日に三浦教育長が本校を訪れ 

全学級の授業を参観なさいました。全体

会では，「11／29を全国へ（情報を）発

信する機会と捉え，小学校と連携して取

り組んでほしい。」とのお話がありまし

た。 ＊11／29は本校で環境教育全国大会 
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ALT のアイビー先生が，７月いっぱい

で，日本を離れることになりました。先

生からのメッセージです。（英文略） 
「１年前，私は日本に来ました。その時は，日

本語も秋田も先生も生徒もわかりませんでし

た。その後，中学校と小学校の 500 人の生徒

と 40 のクラスを教えました。授業やクラブ活

動を見ましたが，シンガポールとはとても違うものでした。

その中には楽しいことや面白いこと，びっくりすることもあ

りましたが，すべて実りあるものでした。生徒の皆さん！そ

れぞれの学級には個性があり，授業中とても楽しい時間を過

ごすことができました。みんなの温かい笑顔やユーモア，そ

して皆さんから日本を学ぶ機会がなくなるのは寂しいです。 

つまらなくなりやすいけど，英語は大学に入るためだけに

必要なんじゃなく，英語は世界の 53 の国と 18 億人が話す

公用語です。英語でコミュニケーションできれば自由に世界

を旅することができるし，英語は世界へのパスポートになり

ます。ときどき間違いをしても，心配しないで。一番大きな

間違いは，誰ともコミュニケーションをしないこと。勇気を

もってがんばれば努力は実ります。 

１ヶ月後，私はシンガポールで，英語と歴史と社会を教え

ます。新しいチャレンジが待っています。私は、この後もみ

んながチャレンジを勇敢に受け入れてがんばることを願って

います。みんなの成功を祈ります。１年間本当にありがとう

ございました。元気でいてください。」（訳：アイビー本人） 
 

 

 

 

 

7／２７（土） 南部フェスタ（吹奏楽部出演） 

２９（月） ２年生校外学習（地熱発電所見学他） 

３１（水） １年生ワーク・スクーリング（～2 日） 

８／ ３（土） 東北卓球大会（～5 日 山形県真室川町） 

第１区野球サマーリーグ（～４日）  

９（金） 大仙市教職員集会 

１１（日） バスケットサマーリーグ 

１６（金） 職員会議 職員研修 角間川盆踊り 

１７（土） 体文主催大曲南中招待野球大会 

１８（日） アルミ缶・古紙回収 

２０（火） 諏訪神社祭典に吹奏楽部出演 

２１（水） 諏訪神社祭典神輿供奉人（3 年生有志） 

２３（金） 夏季休業最終日  新人総体抽選会 

 

 

 

 

 

子どもたちが軽い気持ちで行っている「遊び・ゲーム」が，

結果的に重大な事故・事件になってしま

う例が少なくありません。南中生が健や

かに育つように，今夏も保護者・地域の

皆様のご協力をお願いいたします。もし

「「「「いうごどをいうごどをいうごどをいうごどを聞聞聞聞がねがねがねがね南中南中南中南中ののののわらしわらしわらしわらし」」」」がお

りましたら学校までお知らせください。

なまはげなまはげなまはげなまはげが出動します。 （（（（学校学校学校学校 65656565----2001200120012001）））） 

４４４４    
月月月月    

４（木）新任式 始業式 入学式準備 

５（金）第４６期生入学式  

８（月）学友区会 身体計測・聴力・視力測定 

    応援歌練習 

９（火）礼法指導 避難訓練（地震） 

地区訪問開始（～12日） 

１０（水）修学旅行（東京方面～12日） 

部活動体験期間開始（～12日） 

１５（月）時間割Ⅰ期 

１７（水）PTA総会 PTA学年懇談会 体文総会 

２３（火）生徒会入会式 

２４（水）全国学力・学習状況調査（３年生） 

２７（土）郡市春季大会（～28 日）及び春季野球神

岡大会（～29日） 

５５５５
月月月月    

 １（水）校内陸上記録会（スポレク）グラウンド

状態が不良のため中止 

７（火）郡陸上競技大会に向けての練習開始  

９（木）歯科検診 内科検診 

１４（火）小中連携交流授業参観（両小学校から先

生方をお迎えして） 

２０（月）郡陸上競技大会壮行会 

２１（火）郡市陸上競技大会（西仙北中～22日） 

２３（木）避難訓練２回目（地震） 

２７（月）いよいよ３年生実力テスト始まる！ 

２８（火）心電図・血液検査（１・３年） 

生徒総会 JRC登録式 

２９（水）市チャレンジデーが雨で中止となるも，

イワナの塩焼きはご馳走になる！ 

６６６６
月月月月    

 ２（日）テスト前部活動中止期間（～4日） 

３（月）大仙市教育委員訪問 

５（水）前期中間テスト 部活動強化週間始まる！ 

１２（水）指導主事計画訪問（１年生 国語） 

指導主事要請訪問（２年生 数学） 

１４（金）郡市総体壮行会 学校評議員会 

２１（金）郡市総体（～23日） 

２７（木）芸術鑑賞会（わらび座「ブッタ」） 

    

    

    

    

    

７７７７
月月月月    

 １（月）花壇の花植え 

２（火）全校盆踊り練習（～3日） 学友区会 

４（木）市主催「環境シンポジウム」（市民会館） 

    渡部教諭がパネリストとして登場！ 

７（日）親水公園クリーンアップ（１年部） 

 PTA 奉仕活動（２・３年部） 授業参観 

学年部会 ＰＴＡスポレク 全体交流会 

１０（水）大仙市教育長訪問 

１１（木）県総体壮行会 吹奏楽部壮行演奏会 

１３（土）県総体（～15日） 

１５（月）全日本吹奏楽コンクール県南地区大会  

１８（木）１年生「微生物」出前授業 

     ２年生ユネスコスクール交流会（秋商） 

２０（土）通信陸上（県営競技場～21日） 

２２（月）生徒集会 アイビー先生とのお別れ会 

夏休み中，大曲南中では①油送配

管工事，②太陽光パネル設置工事，

③合宿所解体工事の３つが行われ

ます。（②③は盆以降） 

来校される方々にはご不便をお

かけいたしますが，どうぞよろしく

おねがいいたします。 


