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暗唱チャレンジで、味
形＊＊君とデッドヒート
しながらもチャレンジし
てきた２年生の佐々木＊
君が、見事18日に全題
クリアしました。ここに
来て、二人も全クリでき

たことはすばらしいと思います。特別注文の「ＣＨ」
を副賞として表彰しました。おめでとうございます。
順番に関係なく挑戦してもよかったのですが、＊君
は最後の51題目を難儀しながらもクリアしました。
参考までに最後の51題目を紹介します。
これで、暗唱チャレンジは終えたいと思います。

2018年度 第３回英語検定
【４ 級】
２年 東海林＊＊＊

佐々木 ＊
味形 ＊＊
金森 ＊＊

１年 星川 ＊＊

【５ 級】
２年 渡邊 ＊＊＊

3月5日(火)に行われる公立高校一般選抜入試の

志願状況がまとまりました。志願先変更期間が20

日に締め切られ、最終の倍率が決定しました。前
期選抜と私立の人は志望校に全員合格しておりま

す。一般選抜の人は入試本番を目前に控え、学習

のまとめや面接練習に励んでいます。倍率が確定
し、緊張感も一段と高まってきています。これま

で積み重ねてきた学習の成果を存分に発揮し、落

ち着いて入試に備えてほしいと思います。ご家庭
でも、よろしくお願いします。

面接では、本校の特色である三本柱、ノーチャ

イムで培った自問する心、自ら判断し行動する心、
諦めない気持ち「氣力」、４つのＣＨ等々、自分自

身をよく見つめ、十分に自分を伝えられるように

表現してほしいと思います。
自分を信じて、『意和氣の力と心』でチャレンジ！

３年生！ Chance・Change・Charge・Challenge ！

高校 科 定員 募集人員 志願者数 倍率 増減

秋田 理・普 275 247 276 1.12 29

秋田北 普通 240 210 269 1.28 59

秋田南 普通 160 136 152 1.12 16

秋田中央 普通 210 175 234 1.34 59

新屋 普通 175 137 136 0.99 -1

秋田工業 機械 70 49 81 1.65 32

電気エネルギー 35 24 47 1.96 23

土木 35 24 33 1.38 9

建築 35 24 51 2.13 27

工業化学 35 25 34 1.36 9

秋田商業 商業 240 168 197 1.17 29

本荘 普通 240 210 213 1.01 3

(定)普通 35 35 5 0.14 -30

由利 普理国 175 130 125 0.96 -5

由利工業 機械 35 24 28 1.17 4

電気 35 24 20 0.83 -4

環境システム 35 24 21 0.88 -3

建築 35 24 22 0.92 -2

矢島 普通 70 70 19 0.27 -51

西目 総合学科 140 98 79 0.81 -19

仁賀保 普通 80 70 51 0.73 -19

情報メディア 35 32 8 0.25 -24



2018年度 第３回漢字検定
【３ 級】
２年 臼杵 ＊＊

三浦 ＊＊
味形 ＊＊
佐々木＊＊

１年 星川 ＊＊

【４ 級】
２年 渡部 ＊ 加藤 ＊＊＊

工藤 ＊ 佐々木 ＊＊
吉田 ＊＊

１年 佐々木 ＊＊

【５ 級】
１年 菊地 ＊＊ 今野 ＊＊

藤本 ＊＊ 今野 ＊＊
橋本 ＊＊＊

19日(火)、今年度最後の授業参観、全体会、学
年・学級懇談を行いました。同時開催で学校運営
協議会( Ｃ・Ｓ コミュニティ・スクール)も行い
ました。また、終了後にはＰＴＡ役員会、文化部
会もありました。大変盛りだくさんの日程でした。

＊これまでの皆様のご協

力に感謝いたします。

＊ＰＴＡおさがり事業よろ

しくお願いします。

＊「連絡メール」３年生は４月に登録解除します。１・２年

生はそのままです。アドレス変更時には再登録をよ

ろしくお願いします。

＊同窓会へのご協力よろしくお願いします。

＊学校給食費はＨ27年に20円値下げしましたが、諸経

費値上がりで今年度10円値上げ、更に来年度も諸

経費及び消費税率10％ということもあり10円値上

げをお願いします。Ｈ27年の金額に戻りました。

＊後援会で吹奏楽部楽器積立金の項目を設立し、今

年度から１０万円ずつ積み立てます。うまくいけば来

年度は購入できるようになるかもしれません。

19日(火)、ＰＴＡと並

行して学校運営協議会を

開催しました。今回(第3

回)の会議は、今年度の

取組を評価していただく

会でした。協議会では、

本校の取組における反省・成果・課題・評価等を

説明し、たくさんの方から評価や感想等のご意見

をいただきました。来年度に向けて引き継ぎ、改

善を図っていきたいと思います。評価結果は、後

日あきた型学校評価としてお知らせいたします。

協議会で話された内容を抜粋して簡単に紹介します。

＊運動会，岩中祭など数多くの学校行事に案内いただい

た。子どもたちの頑張りが見えてとてもよかった。体育大会で

も各競技で、すがすがしい姿を見ることができてよかった。各学

級に担任と副担任を配置したこともよかったと感じている。

＊保護者へのツーウェイアンケートの回収率が低いのが気に

なる。回収率を上げる方策を考えて欲しい。

＊保護者には他にも同時期に多くの国や県・市からのアンケ

ート等があり，多くの負担をかけていることも回収率が低い

要因と考えられる。

＊支援の必要な子どもを理解することは難しい。わがままととら

えてしまう。岩中の子どもたちはとても明るく素直だと感じてい

る。しかし，全校武道で正座をできない子どもたちが多くなっ

た。あれでよいのかと思った。大人になっても正座をする機会

はあるし，少しでも我慢をさせることも必要であると考える。

＊３本柱，ＬＩＦＥ発表会，ツーウェイ，ノーチャイム等，特徴的

な活動は，次年度になっても引き継がれていくものかどうか？

＊本校の特徴でもある３本柱やノーチャイム制は，岩中の不

易の部分であり，引き継いでいかなければならないものであり

引き継ぎますが，この会は引き継ぎの良い機会となっている。


