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全県総体がんばりました。
県総体の結果をお知らせいたします。参加し

た選手全力をつくしてよく頑張りました。
引率や指導の監督・コーチの皆さん，応援し

てくれた生徒や保護者の皆さんお疲れさまでし
た。ありがとうございました。

＜男子バスケ部＞
大内中 ４８－３９ 大館一中

準々決勝 大内中 ４６－６２ 山王中
全県ベスト８

＜女子卓球部＞ 予選リーグ
大内中 １－３ 将軍野中
大内中 ３－１ 羽後中
大内中 ０－３ 大潟中 予選リーグ３位
＜個人戦＞ 長谷部玲南 １回戦 ３－０勝ち

２回戦 ０－３負け
＜剣道同好会＞ 個人戦
小笠原 大佑 ２回戦 ０－１負け
菊地 凜 １回戦 ０－１負け
髙野 京介 １回戦 ０－２負け

＜陸上部＞
菊地 凜佳 １年100m 準決勝 組 ８位
長谷部拓夢 １年1500m 予選 組１２位
小林 魁星 共通200m 予選 組 ７位
伊藤 愛深 2/3年1500m 予選 組１０位

＜水泳＞
伊藤楓花 女子100mバタフライ 予選組６着

女子200m個人メドレー 予選組９着

【吹奏楽コンクール 中央地区大会】
大内中学校 銀賞
体育館での壮行演奏会よりも，また一段と繊

細で迫力のある演奏で良かったと思いました。
１０月の定期演奏会に向けて，さらに素晴らし
い演奏になるように期待しています。

租税教室を実施しました
７月１８日６校時に，

３年生を対象に租税教室
を実施しました。
この学習のねらいは，

「租税の意義や役割を正
しく理解し，社会の構成
員として税金を納め，園使い道に関心を持ち，
さらには納税者として社会や国の在り方を主体
的に考える」です。
専門家である税理士の齋藤さんから，詳しく

税の仕組みを教えていただきました。

【租税教室の感想】
私は，租税教室で今まで税についてあまり詳

しく知らなかったけど，様々なことを知ること
ができ，とても良い機会となりました。私は，
今回の租税教室を通して，私たちが税金を納め
ることは，とても大切なことだと思いました。
国民が税金を納めることで，公共施設などの建
設ができ，私たちの生活を豊かにすることにつ
ながるので，たいへんなことかもしれないけど，
とても重要なことだと思います。これから大人
になるにつれて私たちは様々な税金に関わるこ
とになると思うので，今から税に関しての知識
をもっと深めていけたらいいです。そして，今
回学んだことをしっかり頭に入れて，なぜ国民
には納税義務があるのかをしっかり理解した上
で税を納めていきたいと思います。今日の租税
教室はとても貴重な時間になりました。

＜３年 高野 有菜＞

私は今日の租税教室で初めて知ったことがた
くさんありました。まず，税金の種類が５０種
類もあることに驚きました。初めて聞く税金の
名前がほとんどだったけど，いくつかはニュー
スや新聞で目にしたことがある名前でした。そ
の他にも税金が使われる仕組みや私たちとの関
わりついてたくさんのことを学びました。日常
生活の中で，税金でつくられているものがたく
さんあると思うと，「納税の義務」はとても大切
なんだと思いました。自分が大人になって税を
納めるようになった時に，今日学んだことを思
い出して，社会とつながっていることを頭に入
れて納めるようにしたいと思います。５０分と
いう時間で，税理士さんからたくさんのことを
学ぶことができたので，良い機会になりました。
自分が税金についてもっと理解を深められるよ
うに，ころからの公民の授業やニュース，新聞
を見て興味をもっていきたいです。そして自分
からできることを積極的にやっていきたいと思
います。

＜３年 佐々木 恵＞

ちなみに，国に納めた税金からは，生徒一人
あたり年間約１００万円が教育費として使われ
ています。
また，市の予算からは，例えば大内のスクー

ルバスには，年間小中のバス利用者一人あたり
２５万円の税金が使われています。

裏面にスクールバス利用生徒へ実施したアンケートの

結果を掲載しています。学校運営協議会で話題に上がっ

たことから実施したアンケートです。

大内中だより



【集計】 大内中 スクールバスアンケートＨ２９
実施日：平成２９年７月１１日実施 回収率：７５人／７９人＝９４．９％

１ プロフィール 学年（ ） 男女（ ）
２ （ ）号車

＜１号車…羽広線，２号車…滝線，３号車…軽井沢線，４号車…平岫線，５号車…堀切･中俣線＞

３ 週にどのくらいスクールバスを使っていますか?（○を付けてください）
【 ３ ほぼ毎日 ２ 週の半分ほど １ ほとんど使わない 】

４ バス通学は楽しいですか？（○を付けてください）
【 ５ とても楽しい ４ ３ 普通 ２ １ とても楽しくない 】

【集計データ】

【自由記述…抜粋】

５ スクールバスでの登下校で楽しいこと ６ スクールバスの登下校でいやなこと・つらいこと
・他の学年と交流できる。 ・バス時刻まで間に合うように準備するのが大
・友達と話す事。 変。
・友達とずっと話せる。 ・他学年が大きな声で話している事。
・違うクラスや学年の人と話せる。 ・時間が長い事。
・ゆっくりと読書出来る。友達としゃべれる。 ・家から学校までの距離が長い事。
・バスで友達と話したり、時々運転手さんと話した ・一人席なのでバックなど大量で迷惑をかけそ
りする事。 う。

・クーラーがきいている事。 ・調子が悪くなったりした時。
・ゆっくり出来る。 ・バス酔い。
・いろんな景色が見れる。 ・降りてから歩くまでの間、街灯がなく暗い。
・先輩と話せる事。（他の部活の） ・家からバスまで少し遠い。
・夏は涼しいし、外を見れる事。 ・バス停までの移動距離が長い。いっつも補助
・バスの中で勉強が出来る事。ラジオが聴ける事。 席。
・帰る時に友達と部活の話や勉強の話が出来る。 ・夏になると虻や蜂がバスの中に入ってくる。
・友達と話すこと。先輩、後輩みんなで楽しく話せ 刺されないか心配です。
る事。 ・少し窮屈。

・学年やクラスの違う人達と沢山話したりする事。 ・２号車はみんな静かでうるさくないので、こ
・友達と話せる。生活してて、あまり話せない先輩 のまま続けてほしい。
などと話ができる。

いやなことや心配なことに関する意見は思っ
友達と話ができて楽しい，ゆっくりできるとの意見がこの たより少なく，生徒はそれなりにバス通学に楽

他にも多数ありました。 しみを見つけていて安心しました。

集計 学年 性別 号車 頻度 楽しさ
1 22 34 17 1 0
2 30 41 11 3 1
3 23 0 13 71 20
4 0 0 17 0 19
5 0 0 17 0 35

合計 75 75 75 75 75
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バス通学は楽しいですか?

５ とても楽しい 4 ３ 普通 2 １ とても楽しくない


