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はじめまして よろしくお願いします
４月４日（木）新任式、始業式が行われました。教職員の人事異

動でこの３月に泉寅雄校長先生をはじめ６名の先生方とお別れしま
したが、新しい６名の先生方をお迎えして、２５年度がスタートし
ました。生徒のみなさんと地域のことを知り、仙北中の一員として
一日も早く力を発揮できたらと思います。よろしくお願いします。

【 転入者の紹介 】
高 橋 克 明（たかはし かつあき）校長 秋田県総合教育センターより
山 本 暢 三（やまもと ようぞう）教頭 大仙市立太田中学校より
小 林 ノリ子（こばやし のりこ）養護教諭 大仙市立平和中学校より
草 彅 昇（くさなぎ のぼる）先生 横手市立十文字中学校より
藤 澤 一 史（ふじさわ かずひと）先生 仙北市立西明寺中学校より
小松平 由右子（こまつたいら ゆうこ）先生 大館市立第二中学校より
堀 田 弘 子（ほりた ひろこ）情報支援員 採用

【 今年度の学校組織 】

☆☆☆☆運営部運営部運営部運営部☆☆☆☆（（（（校 長校 長校 長校 長））））高橋 克明高橋 克明高橋 克明高橋 克明 （（（（教 頭教 頭教 頭教 頭））））山本 暢三山本 暢三山本 暢三山本 暢三 （（（（主 査主 査主 査主 査））））武塙亜香峯武塙亜香峯武塙亜香峯武塙亜香峯

（（（（養護教諭養護教諭養護教諭養護教諭））））小林小林小林小林ノリノリノリノリ子子子子 （（（（教務主任教務主任教務主任教務主任））））高階 勝巳高階 勝巳高階 勝巳高階 勝巳 （（（（学校栄養士学校栄養士学校栄養士学校栄養士））））大野 花菜大野 花菜大野 花菜大野 花菜

（（（（教育専門監教育専門監教育専門監教育専門監））））小田長早苗小田長早苗小田長早苗小田長早苗 （（（（情報支援員情報支援員情報支援員情報支援員））））堀田 弘子堀田 弘子堀田 弘子堀田 弘子 （Ａ Ｌ Ｔ）（Ａ Ｌ Ｔ）（Ａ Ｌ Ｔ）（Ａ Ｌ Ｔ）アロチョアロチョアロチョアロチョ

（（（（校 務 員校 務 員校 務 員校 務 員））））大山 正弘大山 正弘大山 正弘大山 正弘 （（（（校 務 員校 務 員校 務 員校 務 員））））小西小西小西小西トミトミトミトミ子子子子

★★★★１１１１年部年部年部年部 （（（（男子男子男子男子２８２８２８２８名名名名、、、、女子女子女子女子２３２３２３２３名名名名・・・・合計合計合計合計５１５１５１５１名名名名））））

（（（（学年主任学年主任学年主任学年主任））））佐佐佐佐々々々々木充木充木充木充 （（（（副主任副主任副主任副主任、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ組組組組））））冨樫 綾子冨樫 綾子冨樫 綾子冨樫 綾子 （（（（１１１１ Ａ）Ａ）Ａ）Ａ） 田口 匡浩田口 匡浩田口 匡浩田口 匡浩

（（（（１１１１ Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ） 吉田 潤子吉田 潤子吉田 潤子吉田 潤子 （（（（１１１１ Ｄ）Ｄ）Ｄ）Ｄ） 藤澤 一史藤澤 一史藤澤 一史藤澤 一史

★★★★２２２２年部年部年部年部 （（（（男子男子男子男子２２２２２２２２名名名名、、、、女子女子女子女子３４３４３４３４名名名名・・・・合計合計合計合計５６５６５６５６名名名名））））

（（（（学年主任学年主任学年主任学年主任））））佐藤 雄悦佐藤 雄悦佐藤 雄悦佐藤 雄悦 （（（（副主任副主任副主任副主任）））） 草彅 昇草彅 昇草彅 昇草彅 昇 （（（（２２２２ Ａ）Ａ）Ａ）Ａ） 杉山 大樹杉山 大樹杉山 大樹杉山 大樹

（（（（２２２２ Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ） 小松平由右子小松平由右子小松平由右子小松平由右子

★★★★３３３３年部年部年部年部 （（（（男子男子男子男子４６４６４６４６名名名名、、、、女子女子女子女子３０３０３０３０名名名名・・・・合計合計合計合計７６７６７６７６名名名名））））

（（（（学年主任学年主任学年主任学年主任））））加藤 修加藤 修加藤 修加藤 修 （（（（副主任副主任副主任副主任）））） 鈴木真由美鈴木真由美鈴木真由美鈴木真由美 （（（（３３３３ Ａ）Ａ）Ａ）Ａ） 須田 達須田 達須田 達須田 達

（（（（３３３３ Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ） 粟津 明子粟津 明子粟津 明子粟津 明子 （（（（３３３３ Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ） 中山憲太郎中山憲太郎中山憲太郎中山憲太郎

◇◇◇◇部活動部活動部活動部活動 （（（（野 球野 球野 球野 球）））） 杉山杉山杉山杉山・・・・高階高階高階高階 （（（（ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス）））） 藤澤藤澤藤澤藤澤・・・・冨樫冨樫冨樫冨樫 （（（（柔 道柔 道柔 道柔 道）））） 須田須田須田須田・・・・小林小林小林小林

（（（（剣 道剣 道剣 道剣 道）））） 粟津粟津粟津粟津・・・・小松平小松平小松平小松平 （（（（卓 球卓 球卓 球卓 球）））） 中山中山中山中山・・・・佐佐佐佐々々々々木木木木 （（（（バレーバレーバレーバレー）））） 佐藤佐藤佐藤佐藤・・・・鈴木鈴木鈴木鈴木

（（（（バスケバスケバスケバスケ）））） 田口田口田口田口・・・・吉田吉田吉田吉田 （（（（吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽）））） 加藤加藤加藤加藤・・・・冨樫冨樫冨樫冨樫 （（（（造 形造 形造 形造 形）））） 草彅草彅草彅草彅

▲▲▲▲生徒生徒生徒生徒１８３１８３１８３１８３名名名名 ▲▲▲▲職員職員職員職員２５２５２５２５名名名名 ♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪みんなでみんなでみんなでみんなで夢夢夢夢へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦しますしますしますします
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第５８期生 入学おめでとうございます

４月５日（金）たくさんの来賓の方々と保護者のみなさんから祝福され、仙北中学校
第５８期生５１名の新入生が入学しました。ようこそ仙北中学校へ。夢と希望、そして
少しの不安を抱いて中学校の制服に身を包み、大きな声で返事をしてくれた姿には、頼

もしさが感じられました。中学校では様々なことに挑戦して、見たり
体験したりしたことを、どうしてそうなるのか問いを発し、自分自身
やみんなと協力して一つ一つ根拠を明らかにしていくことで、知識や
技能を身に付けることはもちろん、人との関わりのなかで大人や社会
の仲間入りするための準備をしていきましょう。２・３年生の先輩、
先生方、保護者・地域の方々全員が応援しています。

生徒会入会式・部活動紹介を開催
４月８日（月）午後から生徒全員が仙北中学校での生活をよりよく

するための生徒会入会式が行われました。生徒会執行部や専門委員長
が各活動の内容をスライドや図・表を活用しながら１年生に紹介して
くれました。２・３年生にとっても、生徒会活動についてもう一度確
認することができたすばらしい生徒会入会式となりました。
続いて部活動紹介も行われました。各部活動ごとにそれぞれの特色

を生かした紹介と部員の勧誘が行われました。どの部活動の紹介もユ
ニークな中にも自分の部活動を思う精一杯な気持ちが、１年生にはも
ちろん、見ている人全員に思いが伝わったパフォーマンスでした。

ＰＴＡ・部活動後援会総会への参加に感謝
４月１７日（水）平成２５年度の部活動後援会総会、ＰＴＡ授業参観と総会への多数

の参加、ありがとうございました。１年生は中学生として、２・３年生は進級し新しい
学級での生活がスタートして２週目を迎え、ようやく慣れてきたところだと思います。
これからたくさんのことを経験していく中で信頼関係を築き、

よりよい学級・学年・学校を自分たちの手でつくりあげてくれる
と期待しています。そのためには中学生の発達段階に応じた大人
の導きと手助けが必要です。学校の指導に対する保護者の方々の
ご理解とご協力を得ながら進めてまいります。総会で平成２５年
度の仙北中学校ＰＴＡ新役員の方々が選出されました。ご紹介い
たします。どうかよろしくお願いいたします。

役員名 役員氏名 生徒名年組 役員氏名 生徒名年組 役員氏名 生徒名年組

会 長 藤原 稔 美希3A

副会長 竹村美範 開 齋藤正美 研太 大釜裕樹 千佳3C 2A 1B

監 事 竹内靖子 茉邪 冨田芳博 真希 竹村義孝 拓真3A 2B 1B

幹 事 竹村智子 開 小林秀子 成輝 佐々木智子 恭輔3C 2B 1A


