
 

 

 

 

 

  

 

 

新聞でも報道されましたが，先日，市内の小学校 3

年生の児童が信号のない交差点を自転車で横断しよ

うとして交通事故に遭いました。幸幸幸幸いヘルメットをいヘルメットをいヘルメットをいヘルメットを

着用着用着用着用していたのでしていたのでしていたのでしていたので頭部頭部頭部頭部をををを保護保護保護保護できたためできたためできたためできたために命に別状

はなかったのですが･･･。例年春先は，自転車に乗り

慣れていない1年生の事故が多く報告されています。

特に，一時停止を怠ったり，急な進路変更をしたり

したことが主な原因となっています。自転車使用時

は次のことに注意です。 

○ きちんと一時停止！ 

○ 適切な速度を守る！ 

○ 何かを操作しながらは×××× 

○ ヘルメットの着用！ 

 （自転車事故では，転んだ際に高い位置から頭を打

つ可能性があります。） 

 

今年度，技術・家庭科を担当してくださ

る先生を紹介します。 

ようこそようこそようこそようこそ太田太田太田太田中中中中へへへへ 
家庭科担当家庭科担当家庭科担当家庭科担当：：：：照井節子先生照井節子先生照井節子先生照井節子先生 

         大仙市在住で，本務校は仙北中

です。毎週火曜日に来校し，全学

年の家庭科の授業を担当してく

ださいます。趣味はガーデニン

グ，6 月の自宅のミニバラ園は自

慢のひとつ。また，愛犬との 30

分の散歩的ジョギング×2セッ 

ト（朝夕）も大切にしているとか。どうぞよろしく 

お願いいたします。 

「（「（「（「（太田中生太田中生太田中生太田中生はははは））））明明明明るくるくるくるく，，，，元気元気元気元気でででで，，，，カカカカワイイワイイワイイワイイ！！！！といといといとい

うううう印象印象印象印象をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。大人大人大人大人になってからになってからになってからになってから一人一人一人一人でででで生生生生

活活活活できるようにできるようにできるようにできるように！！！！をモットーにをモットーにをモットーにをモットーに，，，，いろんないろんないろんないろんな学習学習学習学習をををを

盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ授業授業授業授業をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。」（。」（。」（。」（照井先生照井先生照井先生照井先生）））） 

第第第第 50505050 回日本空手協会回日本空手協会回日本空手協会回日本空手協会    

秋田県空手道選手権大会秋田県空手道選手権大会秋田県空手道選手権大会秋田県空手道選手権大会    

種目：中学 2･3 年女子個人組手の部 

           髙階さん  優 勝 

種目：中学女子個人形の部 

           髙階さん  優 勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

男子のスタート 

 

 

 

 

 

 

 

 全力で走る Zane 先生       達成感！いっぱいの表情     

 体力＆心のスタミナ向 

上のため，本校が取り組 

んでいる活動が「アスリ 

ート」の時間です。学校 

の周辺を（男子：3km 弱  

女子：2km 弱）自己記録 

更新を目指し走ります。 

第 1 回目は 23 日に行わ 

れました。当日は，谷口 

支所長さんも応援にかけ 

付けてくださいました。 

 

 

 

○太田中の 2 階の図書室の隣に購買があります。品

揃えは少ないのですが，厳選された文具を扱って

います。昼休みにフラッっと立ち寄ったところ，

たまたま当番をしていた 3 年生の北田さんがいろ

いろと教えてくれまし

た。「一番よく売れるも

のは何ですか？」「ハサ

ミです。」「えっ！」意外

でした。（←購買内部） 
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雨天のため，予定を変更して，校内記録 

会と切り離して開催しました。しかも会場 

は太田中体育館で，若干盛り上がりを心配 

したのですが杞憂でした。想像以上の熱気 

を感じることができました。 

＜＜＜＜結結結結    果果果果＞＞＞＞    

 １Ａ １Ｂ ２Ａ ２Ｂ ３Ａ ３Ｂ 

5 人 6

脚 
5 20 30 10 50505050    40 

綱引き 20 5 30 10 50505050    40 

チーム

ロープ 
10 5 30 40 20 

50505050    

綱取り 10 5 30 20 50505050    40 

合 計 45 35 120 80 170 170 

順 位 5 6 3333    4 1111    2222    

＊ 1 位，2位は，1位種目の数により決定 

学年ＭＶＰ  １年Ａ組 高階  選手 

      ２年Ａ組 三浦    選手 

      ３年Ａ組 金谷    選手 

＜＜＜＜感感感感    想想想想＞＞＞＞    
◇ 「楽しかった。特に，応援の様子を見てとてもい

い気分になった。自分の学級だけではなく，他の

学級も一生懸命に応援していた。みんな全力で，

斜に構えた生徒は誰もいない。」（新田目雅行） 

◇ 「こういう構成の体育祭はとても珍しいと感じ

た。太田中学校独自のものだと思う。とてもいい

雰囲気で楽しかった。」    （松井 麻美） 

◇ 「3 年生が率先して下級生を応援していたのに

は感動した。そして，それに応えるかのように，

3 年生同士の競技の時には，2 年生がそれぞれの

組（ＡかＢ）を応援していた。」（丹  典子）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新種目新種目新種目新種目「「「「綱取綱取綱取綱取りりりり」」」」    

縦に並べた 5 本の

綱目がけて両側か

らそれぞれ 11 名の

選手がダッシュし，

自陣に 3 本以上引

っ張り込んだ方が

勝ち！↓ 

プロデューサーで
ＭＣの渋谷先生 

上級生相手に，意外
と健闘した１Ｂ→ 

3 年生のコーナーリングスピ
ードは他学年と全く違う。→ 

←息の合った 2人 

←Ａ組には負けないぞという人とＢ組には

負けないぞという人 

安全委員の皆さん 
グッジョです。 


