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1年生テーマ集会 開催

5月24日(火)の朝，1年生がテーマ集会を行いま
した。スピーチのテーマは「中間テストの目標」で
す。４人のスピーチを紹介します。
○Ａ組 河村勇翔さん

僕の中間テストの目標は２つあります。一つ目
は順位を50番以内にすることです。「入学おめで
とうテスト」では，余りよい結果ではありません
でしたが，中間テストでは良い結果を残したいで
す。二つ目の目標は，姉の１年中間テストの順位
よりも上に行くことです。期末テストでも少しで
も上に行って，自分に自信がもてるように頑張り
たいです。

○Ｂ組 大信田ななかさん
私の中間テストの目標は苦手な教科で少しでも

点数を上げて順位を上げることです。特に，社会
と数学が苦手なので先生の話をきちんと聞いて勉
強したいと思います。中間テストでも順位が出る
ので皆さんに負けないように頑張りたいです。そ
のために一人勉強ノートに復習したり，Ｂノート
に何度も練習したり，ワークにもう一度復習した
りして覚えたいと思います。

○Ｃ組 小林真緒さん
私が中間テストで頑張りたい教科は二つありま

す。一つ目は社会です。社会は地理と歴史の二つ
もあるので，一人勉強ノートに何度も復習したい
です。二つ目は数学です。数学では＋，－が混ざ
った計算，分数小数が混ざった計算があるのでワ
ークなどでたくさん練習したいです。そして本番
で良い結果が出せるように頑張りたいです。

○Ｄ組 菊地 葉槻さん
私の中間テストに向けての目標は二つありま

す。一つ目は，苦手な教科を重点的に頑張ること
です。私は社会が苦手なので単語などをしっかり
覚えて点数をしっかり上げられるようにしたいで
す。二つ目は，20位以内に入ることです。入学
おめでとうテストでは20位以内に入っていたけ
れど，中間テストは教科も増えるし，問題も難し
くなるので，しっかりと見直しをして，できるだ
け間違えないようにしたいです。
感想も４人です。

○Ａ組 伊藤好未さん
私もななかさんや真緒さんと同じで社会が苦手

なので，一人勉強やワークを何回も勉強して中間
テストで良い結果を残したいです。

○Ｂ組 草彅天斗さん
僕も勇翔さんと同じで，中間テストで入学おめ

でとうテストより良い結果を残したいです。
○Ｃ組 藤村七華さん

私もななかさんと同じで，順位を上げるために
苦手な教科を一人勉強ノートでたくさん練習した
いと思いました。

○Ｄ組 藤原裕己さん
僕も葉槻さんと同じで前のテストよりも中間テ

ストでは良い点数をとれるように頑張りたいと思
いました。

第５回紅駿サミット

5月25日(水)朝に，３年生が紅駿サミットを開催
しました。テーマは「中間テストに向けて」です。
スピーチをお届けします。
○Ａ組 藤川陽向さん

私は数学が苦手なので，ワークで練習して間違
えたところ
を繰り返し
練習して覚
えるまで練
習したいで
す。

○Ｂ組 藤原
舞さん
私は社会

が特に苦手
なので社会
を中心に勉
強します。社会は難しい用語がいっぱいあって意
味が理解できないので，この社会の用語が理解で
きる本やインターネットで調べて意味を理解して
ワークで確かめたりします。

○Ｃ組 髙貝優陽さん
私は最近勉強は余りしていませんが，前に勉強

したのは英語の過去分詞が分かりませんでした。
それから，美香先生に不定詞を勉強してこいよ，
と言われそのときに教科書の不定詞のリストを全
部ノートに書きました。７ぺーじにもなりました。
でも，少しだけ頭に入ったので良かったです。こ
の調子で他の教科も頑張っていきたいです。

○Ｄ組 田口朋輝さん
僕の勉強の対策は，その日の教科にやった復習

をしています。テストで間違えないように基本的
な用語を勉強しています。特に英語や社会は用語
や単語を覚えないといけないので，これからも続
けたいです。
感想発表は二人でした。

○Ｂ組 小浜悠暉さん
私は数学が嫌いなので，数学の間違えを解いて

いってそれを数学のテストにつなげたいと思って
います。

○Ｄ組 栗原花菜子さん
私は，英語が苦手なのでノートに書き出したり

して工夫して覚えようと思いました。

この後，学年主任のお話で，３年生はこれからた
くさんのテストを受験のために受けるので，嫌い，
という教科もその対策を練らねばならない，とあり
ました。

翠星ブラッシュアップ集会 開催

5月26日(木)朝に，２年生の翠星ブラッシュアッ
プ集会がありました。
今週のテーマは「最近のマイブーム」です。
スピーチをお届けします。

○Ａ組 佐藤侑和さん
私の最近のマイブームは，お風呂カラオケです。

私はストレスがたまり過ぎる日があるので，お風
呂にｉＰｏｄを持っていってコブクロや中島みゆ
きの音楽を聴いています。こうすることで心と体
が癒やされて明日も頑張ろう，という気持ちにな
れるのです。さらに，本当のカラオケに行った時
のために，あらかじめ曲をピックアップしておい
て練習することができます。最近疲れがたまって
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いるなあと思う人はやってみたらいかがでしょう
か。

○Ｂ組 坂本空我さん
私の最近のマイブームは，体幹トレーニングを

することです。部活動でも頑張っているのですが，
毎日家に帰ってからも取り組んでいます。男子バ
スケットボール部は来週大会を控えているし，何
よりも総体で全県へ出場するという目標があるの
で，これからも体幹トレーニングだけではなくラ
ンニングや，腹筋，腕立てなども取り入れていき
たいです。

○Ｃ組 加藤陸さん
最近，私がはまっていることは，毎週日曜夜８

時にある大河ドラマを見ることです。私は歴史が
ものすごく好きで戦国武将ものの大河ドラマはい
つも見ています。今テレビでやっているのは真田
幸村の生涯を忠実に再現されているドラマです。
歴史の授業ではまだ，真田幸村は勉強していない
ので，勉強することも含めて大河ドラマを見てい
ます。皆さんも渋いとは思いますが，ドラマを見
てみてはいかがでしょうか。真田幸村が戦国をど
のように生き抜いてきたのかが，分かりやすく描
かれていますので，皆さんも見てください。
感想は３名でした。

○Ａ組 佐藤里緒さん
私の最近のマイブームは寝ることです。最近部

活が忙しくなって，侑和さんみたいに風呂で歌っ
ている暇がないので，侑和さんが羨ましいと思い
ました。最後に侑和さんがお風呂で歌っている歌
を聴いてみたいです。

ここで，大拍手とともに侑和さんが「今歌うんで
すか？」と問いかけ，みんなから「どうぞどうぞ」
と言われ「それでは，ゆずの『栄光の架け橋』のさ
びを歌います」と言って
「いくつも
の♪日々を
越えて♪
辿り着いた
今がある
だからもう
迷わずに進
めばいい
栄光への架
橋へと・・
・・♪」と
歌いました。
（大拍手！でした）
○Ｂ組 小玉時人さん

私も陸さんのように大河ドラマを見てみたいと
思います。

○Ｃ組 門脇冬季さん
私は陸さんの発表を聴いて日曜日の大河ドラマ

にはまっているというお話でしたが，私も暇があ
ったら日曜日の夜８時に大河ドラマを見てみたい
と思います。
このあと全員で仙北市民歌を３番まで歌いまし

た。侑和さんのおかげで朝からテンションが上がっ
た集会でした。

桜の追肥 今年もやりました

本校の追肥活動は，昭和６０年の統合後数年を経
て行われ，今年までかなりの年数，継続してきまし
た。数年前から大曲支援学校の生徒と一緒に追肥活
動をしていますが，今年もせんぼく校，本校の生徒
と5月25日(水)の午後に一緒に行いました。
はじめの会を，土手の下の河川敷に集合して，仙

北市教育委員会次長田口和典様のお話を聴きまし
た。
次に，文化財課の畠山さんから説明があり，支援

学校生徒との交流班でない生徒が古城橋付近まで移
動しました。
交流班の生徒は，支援学校の生徒と名刺交換を行

い，その後，
説明があった
ように肥料袋
１つで穴２つ
を埋める作業
を行いまし
た。一緒に作
業する生徒，
お互い手をつ
ないで移動す
る生徒など，
どの穴も十分
に肥料で埋めることができました。
作業が終わってから，本校の能美勇樹さんと支援

学校から２名の生徒感想発表がありました。いずれ
も，交流できたこと，来年の桜が楽しみであること
と感想を述べてくれました。２年生の皆さん，あり
がとうございました。
◎ 秋田県中学校春季柔道大会（湯沢市） 5/21

団体戦１回戦 角館●１－３○二ツ井
◎ 秋田県中学校野球新屋大会 優勝二連覇 5/21~22

1回戦 角館○４－０●御野場
準決勝 角館○３－２●稲川
決 勝 角館○２－０●秋田西

◎ 田沢湖杯女子バスケットボール大会 優勝（田
沢湖スポーツセンター）5/21～22
・予選リーグ 角館○９９－４２●下小路

角館○７１－５１●井川
・準決勝 角館○５３－４４●平鹿
・決 勝 角館○６８－３８●男鹿東

◎ 秋田県中学校春季ソフトテニス大会(女子：大
仙市総合公園テニスコート)5/21
・個人戦惜敗

◎ 秋田県中学校春季卓球大会(男鹿市総合運動公
園体育館)5/22
・個人戦 男女ともに惜敗

の行事

01(水)学校安全日，教育実習生研究授業
02(木)前学期中間テスト
03(金)郡市総体抽選会
04(土)角館カップ2016(男子バスケ)，太田中招待
野球大会，豊成中招待ソフトテニス大会，能代
選抜卓球大会(男子，二ツ井)

05(日)空手道選手権大会(本校体育館)
06(月)衣替え，裸足の清掃開始，部活動強化期間～12日
07(火)2年耳鼻科検診
09(木)3年歯科検診
10(金)英語検定
13(月)水曜日課
15(水)郡市総体壮行式13:45～
17(金)郡市総体１日目
18(土)郡市総体２日目
19(日)郡市総体３日目
20(月)6月18日の振替休業日
21(火)6月19日の振替休業日
22(水)3年眼科検診，少人数学習等加配校訪問
23(木)職員会議，2年歯科検診
24(金)貧血検査，生徒会専門委員会
29(水)1・2年眼科検診
30(木)1年歯科検診，特別支援教育セミナー


