
148名の新入生を迎えて、令和４年度が始まりました！
全校生徒487名、職員56名でスタート！
窓から遠方に望む山々の残雪がいつの間にかほとんど見えなくなりました。朝晩は

冷え込むものの日中の気温は高くなり、校庭の桜の花のつぼみが膨らんで薄桃色にな
ってきました。
４月６日（水）には新任式・始業式を行い、進級した２・３年生からは確かな目標

をもって頑張ろうとするやる気が伝わってきました。７日（木）には、148名の新入
生が入学し、ステージに立って返事をする凜とした姿からは中学生なったのだという
力強い自覚を感じました。本校の令和４年度がスタートを切りました。
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図南万里
と なん ばん り

教育目標 より深く考え 自己を磨き 未来

をたくましく生きる 生徒の育成

……今年度の職員を紹介します（☆は新任者）……
◆学年部以外の教職員
☆校 長 武田 俊一 ☆病 院 学 級 齊藤 潤子
教 頭 藤原 寿準 Ａ Ｌ Ｔ マルシア・ゴメス

☆主任主査 飛田 正人 学校サポート 早川加奈子
主任主査 伊藤 奈緒 校 務 主 事 髙橋健太郎
教務主任 加賀谷太朗 ☆校務主事補 山口喜代春
初任研統括指導教員 小笠原茂人 校務主事補 佐藤 御雪

☆初任研教科指導 河田 和徳 ＰＴＡ補助 浅利はるみ
☆初任研教科指導 畠澤久美子 コーディネーター 村岡 真弓
☆初 任 研 後 補 充 古家 綾華 スクールカウンセラー 石塚 章 新任式で16名の職員を迎えました！

◆１年部 担当教科 担当部活動 ８組 荒川 悟［社会：テニス男 副］
主任 野呂 真［数学：サッカー 主］ ☆副担 小林 一成［技術・理科：野球副］
１組 小山 靖雄［理科：テニス女 主］ ☆副担 佐藤永梨花［国語：バスケ男 副］

☆２組 田村 和美［家庭：吹奏楽 副］ ☆所属 青山まり子［英語］
☆３組 相馬 昌明［数学：卓球男 副］ ☆所属 嶋田みどり［栄養教諭］
４組 藤田 真弓［理科：科 学 主］ ☆所属 阿部里奈子［理科 教育専門監］

☆５組 兜森 保範［社会：水 泳 主］ 所属 佐藤 俊三［教育支援］

◆２年部 担当教科 担当部活動

主任 成田 智彦［技術：陸上競技(長)］ ６組 田中祐太朗［数学：バレー女 主］
１組 佐藤 俊秀［社会：剣 道 主］ ９組 佐藤 喜子［国語：放 送 主］

☆２組 齋藤 和幸［理科：バスケ女 主］ 副担 根田 千美［音楽：吹奏楽 主］
３組 高橋 志成［保体：バレー男 主］ 副担 稲葉 初穂［国語：柔道・剣道副］

☆４組 糸屋 静子［社会：バスケ男 主］ 所属 小林美恵子［養護教諭：水泳 副］
５組 佐山 裕子［英語：バスケ女 副］ 所属 鈴木 竜也［保体：陸上競技 副］

☆所属 小畑 宏美［教育支援］

◆３年部 担当教科 担当部活動

主任 成田めぐみ［英語：テニス女 副］ ７組 佐藤 守［国語：卓球男 主］
１組 伊藤 佳祐［数学：テニス男 主］ ☆副担 村松 和子［通級指導：卓球女副］
２組 白岩恵里香［英語：卓球女 主］ 副担 コリガン麻衣［美術：美 術 主］
３組 村井 啓子［国語：バレー男 副］ ☆副担 秋田 淳希［英語：バレー女 副］
４組 渡部いずも［理科：陸上競技(短)］ ☆所属 塚本 琴美［養護教諭：水泳 副］
５組 板垣 将大［保体：柔 道 主］ 所属 長岐奈津子［教育支援］

○活力のある一中生

○団結力のある一中生

○優しく力強い一中生



【始業式での武田校長先生のお話から】
○大館一中は以前に勤務したことがある学校で、母校ではないが自分にとって愛着のある
大好きな学校である。

○校歌の歌詞や校章にこめられた思いや願いを大切にしたい。

「図南万里を翔けるべく 鳳凰の雛健やかに」 雪の結晶(昭和22年制定)
「余香世界を包むべく 桂わか葉の風さやに」 清らかさ
「摩天大廈を築くべく 長木の杉の矗々に」 美しさ
「美田千畝を浸すべく 米代川の水ゆたに」 たくましさ

○大館一中で学ぶことへの自覚とプライドをもつ。 No.1スクールへのこだわり。
県北地区最大の生徒数であり、県内では７番目。（令和3年度）

○校訓に掲げられる生徒を目指していこう。

『英知』 自ら課題を見つけ、仲間と議論できる生徒
『友愛』 大勢の中で、認め合い競い合い支え合って仲間と個々繋ぐ生徒
『忍耐』 高い志を抱き、仲間のため、自分のために困難に挑む生徒

○この一年間、共に頑張りましょう。

朝の空を見上げて 今日という一日が 笑顔でいられるように そっとお願いした
時には雨も降って 涙もあふれるけど 思い通りにならない日は 明日頑張ろう
それが一番大切なんだ さあ心のままに３６５日
それが希望 推進力だ ああ楽しくやろう３６５日 《365日の紙飛行機より》

思いを伝える武田校長 ２年代表 佐藤恋星さん ３年代表 山内謙槙さん

１年１組！



１年２組！

１年３組！

１年４組！

１年５組！

祝辞

長谷川PTA会長

歓迎の言葉 千葉翔さん 誓いの言葉 藤原大瑠さん



4・５月の予定 年間の予定についてはＰＴＡ総会資料に掲載しています！

４月
15日(金) 生徒会発会式 専門委員会 23日(土) 大北春季大会～24日(日)

拡大代議員会 卓球(タクミアリーナ)剣道(東中)柔道(合川中) 23日(土)のみ
市Ｐ連総会(プラザ杉の子)16:00～17:20 野球(達子森・中央公園)バレーボール(田代体育館)
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 24日(日) 県北四市三郡剣道大会(タクミアリーナ)

16日(土) 授業参観・PTA総会・学年PTA 25日(月) 内科健診(3年)
３年修学旅行説明会 部活動休止日 学パ作戦会議・学級旗作成③

17日(日) 部活動休止日 全員リレー作戦会議①
大北春季ソフトテニス大会(高館) 26日(火) 生徒総会リハーサル
大北陸上記録会(長根山) 27日(水) 部活動休養日 一斉退校日

18日(月) 振替休業日 職員会議
19日(火) 全国学力学習状況調査 28日(木) 生徒総会

部活動総会・発会式 学パ作戦会議・学級旗作成④
20日(水) 部活動休養日 PTA三役会17:30～
21日(木) 学習集会 理事会・専門部会18:00～

学パ作戦会議・学級旗作成① 29日(金) 昭和の日
22日(金) 尿検査① 大北春季大会

学パ作戦会議・学級旗作成② (野球 準決・決勝)
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00

５月
１日(日) 部活動休止日 16日(月) 振替休業日

開校記念日(創立７６周年) 17日(火) 1年心電図検査
２日(月) 衣替え移行期間～６/３まで 18日(水) 部活動休養日

１年内科検診 19日(木) 教育相談期間～6/3まで
学パ作戦会議・学級旗作成⑤ 3年眼科検診 1年耳鼻科検診

３日(火) 憲法記念日 市民陸上大会(長根山) 20日(金) 2年眼科検診
４日(水) みどりの日 部活動休養日 1年心の授業(講師：石塚章SC)
５日(木) こどもの日 石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00

６日(金) 学校徴収金等口座振替日 21日(土) 大北交歓陸上大会(鷹巣)
大北PTA連合会総会(プラザ杉の子) 23日(月) 部活動休養日 一斉退校日

ＰＴＡ会長参加 各学年結団式
体育祭活動① 24日(火) ３年修学旅行１日目
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 ２年職場体験活動１日目

９日(月) 体育祭活動② １年大館探訪(企業見学他)
10日(火) 体育祭活動③ 部活動休止日
11日(水) ハチ公エンジェルス挨拶運動 25日(水) ３年修学旅行２日目

部活動休養日 鳳雛講座① ２年職場体験活動２日目
体育祭活動④ １年臨時時間割 部活動休止日

12日(木) 全校体育祭練習5･6校時 26日(木) 3年修学旅行3日目
体育祭活動⑤ １・2年臨時時間割

13日(金) 体育着登校 体育祭活動⑥ 県民防災の日 １年眼科検診
体育祭準備・予行 尿検査② １年色覚検査 １･２年部活動可能日

石塚章ＳＣ来校日 ＰＴＡ文化教養部会(図書室)18:30～

13:00～17:00 27日(金) １年歯科検診
14日(土) 体育祭 部活動休止日 30日(月) ２年貧血検査 学級結晶レポート発表
15日(日) 部活動休止日 31日(火) ３年実力テスト①

お願い ５月６日（金）は学校徴収金等口座振替日です。事前に口座残高をご確認
いただきたいと思います。口座振替ができなかった場合は、保護者の皆様に
直接事務室に現金納入していただくことになります。保護者の皆様のご理解
とご協力をお願いいたします。



新年度がスタートして、最初の授業参観（各学級担任が授業予定）となります。また、
ＰＴＡ総会や学年ＰＴＡ、３年生は修学旅行説明会も予定しています。多数の保護者の皆
様のご来校をお待ちしております。

【日程】１６日(土)は、昼食・飲み物持参日です。
１３：３０～１４：２０ 授業参観（各教室）

※ 生徒の下校は１５：００完了
１５：００～１５：４５ ＰＴＡ総会（第２体育館）

※ 事前配付された資料をご持参ください。
１５：５５～１６：４５ 学年ＰＴＡ

１年 ２階図書室 ２年 ３階会議室 内履きも

３年 第２体育館 ご持参ください

１６：５５～１７：４５ ３年修学旅行説明会（第２体育館）
【保護者駐車場】

駐車台数に限りがありますが、校舎正面や第２体育館脇、第１体育館入口前、城西
小学校をご利用ください。路上駐車等はどうかご遠慮ください。

８日(金)に新入生歓迎会を行いました。生徒会執行部が中心となって企画し、各部が団
結して活動を紹介しました。先輩たちの面白い寸劇に吹き出したり、素晴らしいプレーや
技に驚いたりする新入生の姿が見られました。

１年代表感想発表
伊藤奨真さん！



一中生スナップ！ ～新入生歓迎会より～

各部とも春休み中から準備をし、１年生の前で堂々と活動を紹介しました！

17日(日)は、大北春季ソフトテニス大会（高館公園テニスコート）と大北陸上記録会（長
根山陸上競技場）が行われます。ソフトテニスは団体戦はなく、個人戦だけ行われます。
ソフトテニス部、陸上競技部ともに、屋外での練習期間は短く、万全のコンディションで
はないかもしれませんが、条件は他校も一緒です。冬期間のトレーニングで鍛えてきた自
分の力を精一杯出し切って頑張ってほしいと思います。

「この仲間 このチームに誇りを」のスローガンを胸に留め、チームで支え合ってベス
トを尽くせ！フレーフレーソフトテニス部！頑張れファイトだ陸上競技部！


