終業式に先立ち賞状
伝達式が行われまし
た。各種検定合格の他
に、授業の一環で取り
組んだ大仙市民俳句大
会や読書感想画コンク
ールの入賞者も表彰し
ました。二学期もたく
さんの生徒が活躍しま
した。

作

１年

高栁

山手

響

紗那

佐々木真理香

鈴木

夕奈

萌夏
砂希

月３日 月
( ～
)６日 木
( ３
)
泊４日の日程で、２年生が
関西方面へ修学旅行に出か
けてきました。神戸では分
校産特別栽培米の他、本校
のジャムや増田高校のリン
ゴ、そして県南特産のいぶ
りがっこの農産物販売と太
田町のＰＲをしてきたよう
です。準備した農産物は、
販売開始を待ちきれないお
客さんでごった返し、わず
か 分で完売状態だったそ
うです。そして奈良や京都
の世界遺産を間近に見て感
動し、ＵＳＪではいっぱい
楽しむことができたようで
す。とても思い出に残る修
学旅行だったようです。い
く つかご 紹介い たします 。
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地域と共に歩む
大曲農業高等学校太田分校
〈ＴＥＬ〉
０１８７（８８）１３１１
〈ＦＡＸ〉
０１８７（８６）９０３５

二 学期 は たく さん の行事 があり ました 。地域 の方々 と深く 関わり合 っ
た行 事 では 、創 立 周年記 念行事 、太田 分校グ ランド ゴルフ 大会、 収穫
祭、 そし て紅 葉祭 と全 校民謡 発表会 があり ました 。どの 行事も 地域の 方
々 とと もに 歩 む太 田分校 の姿を 見て頂 きまし た。そ の他に も様々 な行事
や大会等を通して大きく成長することができた二学期だったと思いま
す 。 ２０ １９ 年は 新し い元号 となり ます。 太田分 校にと ってさ らなる 飛
躍の年であ って欲しいですね。

【渡 部剛教 頭先生 のお 話】
優秀賞・会長特選・副会長特選

３年

蝉時雨生きた証を残す声
顧問特選

１年

流れ星清き月のおとし物
副会長特選

１年

花火咲き君の浴衣と共に舞う

佳

「心の色」読書感想画コンクール

戸部
藤本

「 全国経 理教育 協会主催 電卓計算能
力実務検定」１級合格（２名）
３年
３年

○読書感 想画コン クール入賞 の１年鈴木夕奈さ

-1-

大仙市民俳句大会
入賞者(右から)

ん 写真上 と電卓計 算能力検定１級合格の３年
(
)
戸部萌 夏さん 写
( 真下の右 と
) ３年藤本砂希さん
写
( 真下の左 )
●全 経電卓計 算能力実 務検定で は２級と３級の
合格者、 全商珠算 ・電卓実 務検定でも３級の合
格者合わせて 名の生徒が表彰されておりま
す。 二学期も生 徒たちは 頑張ってくれました。

神戸三宮センター街での販売は準備段階から大賑わい。金足農ブーム
もあってか、会話が弾みました。

朝一の清水寺はとても静かでゆっくり散策。金閣寺の輝きには目
出発前に心配さ
を奪われるほどでした。
れた天候も、二
日目の平等院、
最終日のＵＳＪ
での午後からの
雨以外は比較的
穏やかな天気だ
ったようです。
全員元気に帰秋
しました。
映画で見た夢のような世界に、時間も忘れてたくさん楽しみました。

山 手 紗 那さん
高 栁
響さん
佐々木真理香さん
１年
３年
１年
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二学 期 は多 くの行 事があ りまし た。大 きな行 事とし ては９ 月１日 に行
われ た 周年 記念 行事で す。教 育関係 者や地 域の方 々が来 校して 皆さん
の 様子 を見 て くれま した。 その後 、何度 かその 方々と 会う機 会があ りま
した が 、分 校の 生徒は 本当に 立派だ と話し てくれ ました 。大き なアピ ー
ル が でき たと 思い ます。 その他 にもグ ラウン ドゴルフ 大会や 紅葉祭 、全
校 民謡 発表 会 も皆さ んの活躍 をアピ ールで きたと 思いま す。三 年生で は
就職 活動 が あった り、二 年生で は修学 旅行が あった り、一 年生は 学校生
活 に も慣 れ、 自主的 活動も 多くな るなど 、成長 する機 会がた くさん あり
ました。各学 年とも充実した二学期 だったと思います。
さて 、二 学期 の始業 式に校 長先生 が「授 業でも 部活動 でもい ろいろ な
行 事で も それ ぞれ目 標を持 って物 事に取 り組ん で欲し い」と 話され てい
ま した 。た だ漫 然と過 ごすの ではな く、自 分で「 ここま でやる 」とい う
しっ かり した 目標 を立て 、それ をクリ アでき たらさ らに次 の目標 へと常
に 高み を目 指 して頑 張って 欲しい という ことで した。 学校に も学校 目標
とい う もの があ ります 。太田 分校の 生徒を どのよ うに育 てたい のか、 ど
の よ うな 生徒 にな っても らいた いのか という 教育目 標です 。その一 文に
「豊かな人間性を育み 、将来有為な社会人の育成を目指す 」とあります。
人間 性豊 か な、将 来役に 立つ社 会人を 育てる ことが 太田分 校の教 育目標
で す 。思 いや りの心 をもち 、人間 愛に満 ちた人 間を育 成する となっ てま
す 。で すか ら全 ての教 育活動 が皆さ んの「 思いや りを育 てる」 ことに 繋
がっ てい ま す。太 田分校 全体と しては 非常に 高い評 価を受 けてい ます。
た だ、 一 人ひ とりに ついて は皆さ んに考 えて頂 きたい のです 。他人 の気
持 ちを 考え なか ったり 、ある いは自 分よが りの考 えであ ったり とか、 他
人に対してきつい言葉を発したりとか、自分がそ
ういう ことをしていないか 振り返り、これまでの
自分の行動を見 直して欲しいと思います 。
いよいよ冬休みに入りますが、今までの疲れを
取ると共 に、検定等の勉強な ど目標を持って過ご
して欲しいと思 います。一年の計は 元旦にあり。
是非、来年一年の目標を家族の前で高らかに宣言
して、計画 を立てながらしっか りとしたスタート
を切れるようにと思 っています。
70

○ 生徒 指導 部浅 野先 生か らも 、Ｓ ＮＳ等の トラブルに 十
分注 意し て生 活す るよ うに との お話が ありまし た。教頭
先生のお話と共に 、しっかり心してこの冬休みを過ごし 、
元気に三学期を迎えましょう。
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写真やＴＶでしか見たことがない寺社仏閣が目の前に広がり大興奮。圧倒されました。
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