
先週末に行われた大北春季大会では、「このチーム この仲間に 誇りを」のスローガ
ンを胸に、目標の実現に向けて一生懸命頑張る一中生の活躍が見られました。大北総体に
向けて自信を深めるとともに、解決すべき課題も見つかったと思います。６月までの1か
月半の練習を充実させ、更なるレベルアップを図ってほしいと思います。
先週後半からは、体育祭に向けた準備や練習が本格的にスタートしました。それぞれが

自分の役割を果たし、熱心に活動しています。来週からはいよいよ５月に入ります。体育
祭本番に向けて各学級の団結力もさらに深まっていくものと期待しています。
明日からのゴールデンウィークは、各部の練習試合や大会もありますが、休養時間をし

っかりと確保して心も体もリフレッシュしてほしいと思います。

５月の予定

５月 15日(日) 部活動休止日
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
ヨネックス講習会&ハチ公ドームカップ（ソフトテニス）女子 1年心の授業(講師：石塚章SC)

４日(水) みどりの日 部活動休養日 石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00

ヨネックス講習会&ハチ公ドームカップ（ソフトテニス）男子 21日(土) 大北交歓陸上大会(鷹巣)
５日(木) こどもの日 県北四市三郡剣道大会(田代体育館)
６日(金) 学校徴収金等口座振替日 23日(月) 部活動休養日 一斉退校日

大北PTA連合会総会(プラザ杉の子) 各学年結団式
ＰＴＡ会長参加 24日(火) ３年修学旅行１日目
体育祭活動① 体育祭頑張ろう集会 ２年職場体験活動１日目
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 １年大館探訪(企業見学他)

９日(月) 体育祭活動② 部活動休止日
10日(火) 体育祭活動③ 25日(水) ３年修学旅行２日目
11日(水) ハチ公エンジェルス挨拶運動 ２年職場体験活動２日目

部活動休養日 体育祭活動④ １年臨時時間割 部活動休止日
鳳雛講座① 26日(木) 3年修学旅行3日目

NPO法人あき活ラボ代表理事 三澤雄太さん １・2年臨時時間割
12日(木) 全校体育祭練習5･6校時 県民防災の日 １年眼科検診

体育祭活動⑤ １年色覚検査 １･２年部活動可能日

13日(金) 体育着登校 体育祭活動⑥ ＰＴＡ文化教養部会(図書室)18:30～

体育祭準備・予行 尿検査② 27日(金) １年歯科検診
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 30日(月) ２年貧血検査 学級結晶レポート発表

14日(土) 体育祭 部活動休止日 31日(火) ３年実力テスト①
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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

○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



お知らせ・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。

☆柔道競技（合川中学校柔道場）
○男子団体 優勝 畠山由裕 杉江優雅 田中楓 木村優輝 三ヶ田優希

上村勇貴 齊藤斗希哉 吉成理比人
○女子団体 優勝 奥村胡桃 田中愛莉 熊谷小雪 菅原詩織 木村莉温
○男子個人 優勝 畠山由裕 吉成理比人 三ヶ田優希 杉江優雅

準優勝 木村優輝 上村勇貴 齊藤斗希哉
３位 菅原琉 佐藤陽太 田中楓

○女子個人 優勝 佐藤美桜稟 奥村胡桃 田中愛莉 熊谷小雪 菅原詩織
準優勝 木村莉温

☆剣道競技（東中学校体育館）
○男子団体 準優勝 畠山一紗 亀山海瑠 市川凜來 鎌田敦也 齋藤空澄

佐藤翔斗 菅原凛 宮崎太陽

☆バレーボール競技（田代体育館）
○男子 準優勝 大館一０－２大館東 大館一２－１鷹巣
○女子 ３位 予選リーグ 大館一２－０比内 大館一０－２田代

決勝トーナメント１回戦 大館一２－０大館東
準決勝 大館一０－２鷹巣

☆卓球競技（タクミアリーナ）
○男子団体 準優勝 乾凌嘉 伊藤壮寿 大塚凛 水口滉大 畠山羽唯人 武田裕明

山本啓吾 山田諒臥
○女子団体 ３位 山口里奈 山内華恋 戸嶋梨愛 平泉結衣 松澤未琉

小笠原希歩 戸田桜花 畠山真絢
○男子個人 ３位 乾凌嘉 大塚凛 ５位 水口滉大 畠山羽唯人 伊藤壮寿

９位 山本啓吾 菅原双葉 山田諒臥
○女子個人 ９位 畠山真絢

☆野球競技（達子森公園野球場）
２回戦 大館一８－０成章（５回コールド）
２９日（金）の準決勝（東中と対戦）進出。達子森公園野球場午前９時開始。
頑張れ野球部！

４月２５日（月）に大館市教育委員会から部活動ガイドラインの変更版が示され、県内
での練習試合・合同練習等の交流を伴う活動の制限が緩和されました。交流地域の感染状
況を把握して新型コロナウイルスの感染リスクが低いと判断された場合、校長の判断で交
流することが可能となりました。
ただし、練習試合・合同練習を計画した後や大会等への参加申し込みが終了している場

合であっても、新型コロナウイルスの感染状況が悪化した場合は、中止とすることもあり
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。



１５日（金）に生徒会発会式を開き、今年度最初の専門委員会と拡大代議員会を行いま
した。全校生徒のために、学年・学級のために、自分のやるべきことに心を尽くして頑張
ります。

令和４年度前期生徒会事務局・専門委員会・代議員会
★生徒会事務局

生徒会長 千葉 翔

生徒会副会長（集会委員長兼務） 乾 凌嘉

生徒会副会長（学習委員長兼務） 木村 千洋

事務局長 武内 直奈

事務局員 近藤 奈々 福岡 心月 大塚 凛 佐々木嘉緒
根本凜生風 秋元 和可 豊口 そら 成田 真翔
本多 心愛 菅原 詩音 杉田 昂陽 渡部 響

★専門委員会

委員会 委員長 副委員長 委員会 委員長 副委員長

代議員 藤原 沙妃 工藤 大暉 美 化 藤原 愛惟 本多 優育

学 習 木村 千洋 羽沢瑠暖亜 保 健 桝谷真桜美 伊藤 明子

集 会 乾 凌嘉 三政 晴哉 給 食 熊谷 小雪 松本 悠莉

風 紀 佐藤 紗空 柴田 優莉 体 育 関口 正拳 松岡 想空

ボランティア 櫻庭 海咲 伊藤 舞雪 校外生活 伊藤 尽 菅原 颯真

図 書 木村 莉温 下總 沙姫 選挙管理 藤島 杏美 三ツ井さくら

Ｐ Ｒ 石垣 智大 本多 剛大 雪の結晶 船木 颯人 後期に決定予定

○学習～行紘来 菅原結虹 沓澤蒼良 冨永佳郁 河野壮流 丹代小鈴 柾木創多
斎藤実吹 奥寺大樹 野崎こころ 小松海道 小笠原希歩 吉成理比人
米沢咲花 渡部駿 湯瀬陽ノ依 阿部星夏 安保志絆 小笠原想 山内楓
松田唯希 武田果恋 山内謙槙 北郷仁寛 中田歩花 長崎航英 片岡咲貴
佐藤陽翔 佐藤風空 竹村幸太 佐藤愛梨

○集会～元井湖季 黒澤勇斗 根本優希 日景歌 米澤侑珠 戸田桜花 村谷柚香
杉江優雅 成田優月 田辺あかり 遠越麻琴 長内楓七 佐藤せり奈
西山和希 藤原翔稀

○風紀～木野内涼生 兜森優美 赤上凱斗 岩谷真桜 後藤柊太郎 疋田優陽
山口瀬名 菅原有紗 武内充隆 大川芹奈 宮崎太陽 糸田茉央 菅原琉
加賀谷琳桜 田畑晄清 藤原陽向 佐藤琉唯 冨樫佑萌 川嶋柊葵 麓心乃葵
畠山歩斗 小松稟 木村啓助 岩沢一輝 田中愛莉 渡部天斗 平井逢海
石川呂布 佐々木明泉 千葉泰喜 奥村胡桃



○ボランティア～畠山珀 斎藤龍輝 能登屋心 富樫依蕗 石井楊大 内田幸輝
虻川香恋 池島春絵 根本詠真 栁沢珠璃 虻川心愛 三浦隼
鈴木陸之介 松澤未琉 髙橋璃子

○図書～伊多波優馬 一関聖音 中平廉太郎 虻川藤乃 伊藤夏子 亀山海瑠
畠山果子 工藤光生 石川律 奈須莉音 根本紗結 田中柊海馬 柳原香奈
明石ふう花 齋藤ゆい

○ＰＲ～山口ゆり 成田大夢 中村聖那 渡邉智優 小畑海璃 笹川瑛太 小松咲月
川田雫 小山瑞貴 畠山由裕 工藤雅 糸屋拓洋 齋藤弘武 三ツ井くらら
佐藤志穏 三澤華奈

○美化～松村泰知 浪岡優 佐藤雫 榊瑠花 橋本萌彩 齋藤竜空 酒井愛美
幸田愛菜 阿部花音 成田美空 大森雛璃 牧野花音 今川咲桜 佐藤愛華
滝口乃愛 山本悠晏

○保健～小畑美々 木村優太 兜森南名 安達琉七 小畑玲哉 越前谷和輝 金田侑也
田村愛美 糸屋亮汰 長崎蓮 近藤朋乃華 佐藤梓 鈴木絵玲恋 冨樫萌寧
櫻庭紗矢香

○給食～髙橋桜河 佐藤結斗 本間尊悟 藤原光哉 前田亜弥 春日美桜希 鎌田敦也
佐藤喜与志 水口滉大 畠山真絢 芳賀愛郎 齋藤夏海 川田逢希 髙橋唯冬
杉江大雅

○体育～長田日菜 長崎勇人 野呂篤生 畠山徠叶 糸田龍大 佐々木透真
加賀谷正真 五十嵐一颯 高橋崇太 本多秋穂 村山健太 村形公戴 田村逞
小山蒼心 佐々木悠里

○校外生活～田中佐那 山内琉菜 伊藤ことは 小山蒼空 三澤将斗 齋藤空澄
野呂祐希 三浦煌大 浅利駿 佐藤佑真 三上銀次郎 西村悠歩
奈良将英 藤原歩夢 齋藤優翔

○選挙管理～三ツ井修造 佐藤璃歩 堀内裕奈 岩沢陽飛 羽沢琉飛 岩間皆 田中拓
齋藤杏菜 一関斗真 工藤涼 北林玖斗 安部翔英 山本啓吾
伊多波佑斗 菅原遼永

★代議員会（学級委員長・副委員長）

学 級 委員長 副委員長 学 級 委員長 副委員長

３年１組 相馬 愛聖 武田 裕明 ２年４組 笹木 羽菜 瓜田 龍信

３年２組 桜庭 幸聖 丹代 小遥 ２年５組 横山 歩 羽生 康記

３年３組 谷地田 昴 工藤 結麗 ２年６組 荒川 蓮 佐々木愛舞

３年４組 武田 讃児 菅原 詩織 １年１組 伊藤 改 村上由依乃

３年５組 工藤 大暉 横田 紅葉 １年２組 泉 朝陽 安達 栞璃

２年１組 小島 澪 五十嵐優衣仁 １年３組 伊藤 奨真 乳井香緒莉

２年２組 藤原 大地 三森 美代 １年４組 笹森 琉仁 加賀谷綺水

２年３組 佐藤 恋星 蛭田 望月 １年５組 藤原 大瑠 田中 雅姫

一中生スナップ！ ～大北春季大会より～


