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９名の新しい先生方、よろしくお願いします。

４月４日（金）新任式と始業式を行いました。先日慣れ親しんだ７名の先生方とお別
れしたばかりですが、このたび９名の先生方をお迎えしました。仙北中学校に新風を吹
き込んでいただき、先生方のたくさんの色や匂いなどを吸収できればと思っています。
新入生を迎え２６年度をスタートさせ、また新しい仙北中学校を創りあげましょう。

【 転入者の紹介 】【 転入者の紹介 】【 転入者の紹介 】【 転入者の紹介 】
髙 橋 和 江（たかはし かずえ）主任主査 大仙市立角間川小学校より
伊 藤 真紀子（いとう まきこ）先生 大仙市立大曲中学校より
髙 橋 道 幸（たかはし みちゆき）先生 大仙市立中仙中学校より
佐 藤 文 子（さとう ふみこ）先生 大仙市立大曲中学校より
猪 本 ゆかり（いのもと ゆかり）先生 仙北市立桧木内中学校より
狩 野 真知子（かの まちこ）先生 美郷町立美郷中学校より
畠 山 亜紀子（はたけやま あきこ） 北秋田市立鷹巣中学校より
松 下 理紗子（まつした りさこ）先生 大仙市立角間川小学校より
今 野 天 昴（こんの てんこう）先生 新卒

【 今年度の学校組織 】【 今年度の学校組織 】【 今年度の学校組織 】【 今年度の学校組織 】
☆運営部☆（校 長）高橋 克明 （教 頭）山本 暢三 （主任主査）髙橋 和江☆運営部☆（校 長）高橋 克明 （教 頭）山本 暢三 （主任主査）髙橋 和江☆運営部☆（校 長）高橋 克明 （教 頭）山本 暢三 （主任主査）髙橋 和江☆運営部☆（校 長）高橋 克明 （教 頭）山本 暢三 （主任主査）髙橋 和江

（養護教諭）小林ノリ子 （教務主任）加藤 修 （学校栄養士）大野 花菜（養護教諭）小林ノリ子 （教務主任）加藤 修 （学校栄養士）大野 花菜（養護教諭）小林ノリ子 （教務主任）加藤 修 （学校栄養士）大野 花菜（養護教諭）小林ノリ子 （教務主任）加藤 修 （学校栄養士）大野 花菜

（教育専門監）小田長早苗 （情報支援員）堀田 弘子 （初任者指導員）須田 綾子（教育専門監）小田長早苗 （情報支援員）堀田 弘子 （初任者指導員）須田 綾子（教育専門監）小田長早苗 （情報支援員）堀田 弘子 （初任者指導員）須田 綾子（教育専門監）小田長早苗 （情報支援員）堀田 弘子 （初任者指導員）須田 綾子

（ＡＬＴ）（ＡＬＴ）（ＡＬＴ）（ＡＬＴ）リー・シューリーリー・シューリーリー・シューリーリー・シューリー （校 務 員）大山 正弘 （校 務 員）小西トミ子（校 務 員）大山 正弘 （校 務 員）小西トミ子（校 務 員）大山 正弘 （校 務 員）小西トミ子（校 務 員）大山 正弘 （校 務 員）小西トミ子

★１年部 （男子２８名、女子３０名・合計５８名）★１年部 （男子２８名、女子３０名・合計５８名）★１年部 （男子２８名、女子３０名・合計５８名）★１年部 （男子２８名、女子３０名・合計５８名）

（学年主任）髙橋 道幸 （副主任、１Ｅ）冨樫 綾子 （１ Ａ） 中山憲太郎（学年主任）髙橋 道幸 （副主任、１Ｅ）冨樫 綾子 （１ Ａ） 中山憲太郎（学年主任）髙橋 道幸 （副主任、１Ｅ）冨樫 綾子 （１ Ａ） 中山憲太郎（学年主任）髙橋 道幸 （副主任、１Ｅ）冨樫 綾子 （１ Ａ） 中山憲太郎

（１ Ｂ） 畠山亜紀子 （１年担任）松下理紗子（１ Ｂ） 畠山亜紀子 （１年担任）松下理紗子（１ Ｂ） 畠山亜紀子 （１年担任）松下理紗子（１ Ｂ） 畠山亜紀子 （１年担任）松下理紗子

★２年部 （男子２８名、女子２３名・合計５１名）★２年部 （男子２８名、女子２３名・合計５１名）★２年部 （男子２８名、女子２３名・合計５１名）★２年部 （男子２８名、女子２３名・合計５１名）

（学年主任）草彅 昇 （副主任）吉田 潤子 （２ Ａ） 猪本ゆかり（学年主任）草彅 昇 （副主任）吉田 潤子 （２ Ａ） 猪本ゆかり（学年主任）草彅 昇 （副主任）吉田 潤子 （２ Ａ） 猪本ゆかり（学年主任）草彅 昇 （副主任）吉田 潤子 （２ Ａ） 猪本ゆかり

（２ Ｂ） 粟津 明子 （２ Ｃ）藤澤 一史 （ Ｄ ） 伊藤真紀子（２ Ｂ） 粟津 明子 （２ Ｃ）藤澤 一史 （ Ｄ ） 伊藤真紀子（２ Ｂ） 粟津 明子 （２ Ｃ）藤澤 一史 （ Ｄ ） 伊藤真紀子（２ Ｂ） 粟津 明子 （２ Ｃ）藤澤 一史 （ Ｄ ） 伊藤真紀子

★３年部 （男子２３名、女子３４名・合計５７名）★３年部 （男子２３名、女子３４名・合計５７名）★３年部 （男子２３名、女子３４名・合計５７名）★３年部 （男子２３名、女子３４名・合計５７名）

（学年主任）佐藤 文子 （副主任）須田 達 （３ Ａ） 杉山 大樹（学年主任）佐藤 文子 （副主任）須田 達 （３ Ａ） 杉山 大樹（学年主任）佐藤 文子 （副主任）須田 達 （３ Ａ） 杉山 大樹（学年主任）佐藤 文子 （副主任）須田 達 （３ Ａ） 杉山 大樹

（３ Ｂ） 狩野真知子 （１年担任）今野 天昴（小松平由右子）（３ Ｂ） 狩野真知子 （１年担任）今野 天昴（小松平由右子）（３ Ｂ） 狩野真知子 （１年担任）今野 天昴（小松平由右子）（３ Ｂ） 狩野真知子 （１年担任）今野 天昴（小松平由右子）

◇部活動 （野 球） 杉山・今野（小松平）◇部活動 （野 球） 杉山・今野（小松平）◇部活動 （野 球） 杉山・今野（小松平）◇部活動 （野 球） 杉山・今野（小松平）

（剣 道） 粟津・伊藤 （ソフトテニス） 藤澤・狩野 （柔 道） 須田・小林（剣 道） 粟津・伊藤 （ソフトテニス） 藤澤・狩野 （柔 道） 須田・小林（剣 道） 粟津・伊藤 （ソフトテニス） 藤澤・狩野 （柔 道） 須田・小林（剣 道） 粟津・伊藤 （ソフトテニス） 藤澤・狩野 （柔 道） 須田・小林

（バスケ） 髙道・吉田 （卓 球） 中山・松下 （バレー） 猪本・畠山（バスケ） 髙道・吉田 （卓 球） 中山・松下 （バレー） 猪本・畠山（バスケ） 髙道・吉田 （卓 球） 中山・松下 （バレー） 猪本・畠山（バスケ） 髙道・吉田 （卓 球） 中山・松下 （バレー） 猪本・畠山

（吹奏楽） 加藤・冨樫 （造 形） 草彅・佐藤（吹奏楽） 加藤・冨樫 （造 形） 草彅・佐藤（吹奏楽） 加藤・冨樫 （造 形） 草彅・佐藤（吹奏楽） 加藤・冨樫 （造 形） 草彅・佐藤

▲生徒１６６名 ▲職員２８名 ♪♪▲生徒１６６名 ▲職員２８名 ♪♪▲生徒１６６名 ▲職員２８名 ♪♪▲生徒１６６名 ▲職員２８名 ♪♪ みんなで夢へ挑戦しますみんなで夢へ挑戦しますみんなで夢へ挑戦しますみんなで夢へ挑戦します ♪♪♪♪♪♪♪♪
＝ 裏へ続きます ＝＝ 裏へ続きます ＝＝ 裏へ続きます ＝＝ 裏へ続きます ＝

開 智 創 造開 智 創 造開 智 創 造開 智 創 造
平成２６年 ４月１平成２６年 ４月１平成２６年 ４月１平成２６年 ４月１ 1 日日日日

大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校大仙市立仙北中学校
学 校 報学 校 報学 校 報学 校 報（（（（ＮＯ－ １ＮＯ－ １ＮＯ－ １ＮＯ－ １））））
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第５９期生 入学おめでとう

４月６日（日）午後２時から小学校の担任の先生方をはじめ、
ご来賓の方々と保護者のみなさんから祝福され、大仙市立仙北
中学校第５９期生５８名の新入生が入学しました。少し大きめ
の制服に身を包み、緊張した中で全員が大きな声で返事をして
くれました。式では、中学校は勉強するところ、失敗すること
を体験するところ、人を思いやる心と感謝する心を育てるとこ
ろと三つのことをがんばってくださいと校長先生がお話しまし
た。来賓代表の藤原稔ＰＴＡ会長さんからは、出会いは人を大
きくしてくれます。そして出会いは全員に平等に与えられてい
ます。自分の人生をボートをこぐように、自分が来た道を振り
返り軌道修正したり、目的地をたまには変更したりしながらも
目的地に向かって努力してくださいというお話をいただきまし
た。そのあと２，３年生徒代表の冨士村純輝生徒会長が歓迎の
あいさつ。続いて、新入生代表の本間華音さんが、誓いの言葉
を述べてくれました。夢と希望と少しの不安を抱いて入学した
新入生のみなさんが一日も早く中学校生活に慣れ、様々なこと
に勇気を出して挑戦してほしいと思います。２・３年生の先輩
方、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９日（水）午後から全校生徒が体育館に集合し、生徒会
入会式を行いました。生徒会は、生徒全員が仙北中学校での生
活をよりよくするために学級、各専門委員会や生徒総会で話し
合ったり、話し合って決定したことを実践したりする活動をし
ます。たくさんの人が一つ屋根の下や仙北中学校という集団の
中で生活するには、マナーやルール、係や当番活動などが必要
です。違った価値観をもち、違った家庭で生活をしている生徒
１６６名が集まっているからです。自分の考えを述べ、他の人
の考えを聞いて自分の考えや生活に取り入れ、そして更に良い、
新しい考えを提案する。それをみんなで検討し実践することを
決定します。みんなで決めたことには、話し合いのときに反対
の意見の人でも従って同一歩調で生徒全員が取り組みます。こ
れが集団生活の基本となります。
入会式では、生徒会執行部や各専門委員長が活動の内容をス

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。
続いて部活動紹介を行いました。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。どの部活動か
らの紹介も、ユニークな中にも自分たち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るすばらしいパフォーマンスでした。


