
２８日（木）、ＰＴＡ三役会及び専門部会を行いました。平日の夕方というお忙しい中
での開催でしたが、多くの保護者の皆さんに参加していただきありがとうございました。
おかげさまで、令和４年度の各専門部の事業計画の立案及び専門部長・副部長の選出を滞
りなく行うことができました。ＰＴＡ役員の皆様を中心とし、全保護者の皆様にもご協力
いただきながら、活動を進めていきたいと思います。１年間よろしくお願いいたします。

令和４年度 大館市立第一中学校ＰＴＡ役員 ※敬称略

○会 長 三ツ井倉三（３－１さくら ３－２くらら １－１修造）

○副 会 長 田村 健（３－２逞） 池島 未和（２－３春絵）
本間 慶子（１－３尊悟） 武田 俊一（校長）

○会計監査 秋元真由美（３－４和可） 羽生 知恵（２－５康記）
白川 和美（２－６愛馨）

○学 年 部 １ 年 乳井 紀子（１－３香緒莉） 畠山 由香（１－１駿）
冨永 奈美（１－２佳那）

２ 年 武田 樹（２－１奏） 本多千鶴子（２－６心愛）
３ 年 佐藤 健一（３－４陽翔）
＊担当職員 ◎成田めぐみ 成田智彦 野呂真

○総 務 部 部 長 大塚 綾（３－２凛）
副部長 髙橋真由子（１－１桜河 ３－４唯冬）

三澤 智子（１－５将斗）
１ 年 岩谷真美子（１－２真桜） 虻川 あや（１－４藤乃）
２ 年 長岡 恵（２－３佑太） 齋藤 奈々（２－１空澄）

菅原三保子（２－４双葉）
３ 年 冨樫美樹子（３－４萌寧 ２－４佑萌）

三ヶ田美香子（３－１優希） 松本奈津子（３－２悠莉）
＊担当職員 ◎村井啓子 佐藤俊秀 藤原寿準（教頭）

○文化教養部 部 長 三ツ井 晴（３－１さくら ３－２くらら １－１修造）
副部長 菅原 早織（２－４詩音） 小畑 智子（１－５玲哉）
１ 年 安達 博子（１－４琉七） 村井 修一（１－４美紗妃）

長崎 智子（１－３龍飛）
２ 年 長崎美佐樹（２－５蓮） 吉成 崇子（２－２理比人）
３ 年 石垣 純子（３－２和真） 櫻庭 淳子（３－５紗矢香）

丹代 京子（３－２小遥 １－３小鈴）
武田 雄夏（３－４琉玖）

＊担当職員 ◎加賀谷太朗 藤田真弓 村松和子
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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



○体育厚生部 部 長 石戸谷 泉（２－４環）
副部長 安保氷路子（３－２太賀） 佐々木 恵（２－６愛舞）
１ 年 富樫 陽子（１－５連） 野呂 憲一（１－３篤生）

成田 美晴（１－２大夢）
藤原由貴江（１－５大瑠 ３－３愛惟）

２ 年 奈須 静香（２－５莉音） 畠山貴枝子（２－５真絢）
成田 智子（２－１大）

３ 年 北郷 紀子（３－２仁寛）
＊担当職員 ◎高橋志成 小林美恵子 塚本琴美 嶋田みどり

○生徒指導部 部 長 岩沢 美紀（３－１歩武）
副部長 三森 真実（２－２美代） 竹村 邦人（１－２唯花）
１ 年 村上さとみ（１－４芽衣） 齊藤 真美（１－２深月）

佐藤 祐子（１－３雫） 田中 恵（１－１大夢）
兜森 武将（１－１優美）

２ 年 藤原 希（２－２大地） 高橋理恵子（２－４崇太）
田澤佐江子（２－１愛美）

３ 年 齋藤津也子（３－１夏海） 奈良恵理子（３－３将英）
高橋 美枝（３－４翔也） 若狹 大輔（３－１哩惟我）
佐々木緒寿香（３－２嘉緒）
熊谷 美紀（３－２小雪 ２－５廣ノ介）

＊担当職員 ◎板垣将大 小山靖雄 渡部いずも

事 業 計 画

学 年 部 ９月２２日（木） ＰＴＡ職員合唱練習
※８／２６（金）実施可否判断

９月３０日（金） 合唱祭
１０月３０日（日） ＰＴＡ授業参観・学年懇談 3年高校入試説明会

総 務 部 ８月 ５日（金） 納涼の集い（会場予約・参加者募集・進行）
※７／８（金）実施可否判断

１０月 １日（土） バザー準備（文化教養部への協力）
※８／２６（金）実施可否判断

１０月 ２日（日） バザー運営（文化教養部への協力）

文化教養部 ５月２６日（木） 部会①（ＰＴＡ新聞７月発行の原稿依頼）
６月２３日（木） 部会②（ＰＴＡ新聞７月発行の原稿校正）
７月２２日（金） ＰＴＡ新聞発行

１０月 １日（土） 部会③（バザー準備）
※８／２６（金）実施可否判断

１月２０日（金） 部会④（ＰＴＡ新聞３月発行の原稿依頼）
２月１５日（水） 部会⑤（ＰＴＡ新聞３月発行の原稿校正）
３月１０日（金） ＰＴＡ新聞発行

体育厚生部 ９月２４日（土） 親子窓拭きボランティア ８：００～９：００
２月 ６日（月） 学校保健委員会

生徒指導部 ６月～１１月 交通安全指導（毎月第１木曜日 ※８月を除く）
６／２ ７／７ ９／１ １０／６ １１／１０

８月～ ９月 地域巡視（大文字祭り・神明社祭典）
１０月 ２日（日） 学校祭駐車場整理



来週の予定

９日(月) 体育祭活動② 13日(金) 体育着登校 体育祭活動⑥
10日(火) 体育祭活動③ 体育祭準備・予行 尿検査②
11日(水) ハチ公エンジェルス挨拶運動 石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00

体育祭活動④ 部活動休養日 14日(土) 体育祭 部活動休止日
第227回鳳雛講座 15日(日) 部活動休止日
NPO法人あき活ラボ代表理事 三澤雄太さん 16日(月) 振替休業日(5/14体育祭)

12日(木) 全校体育祭練習5･6校時
体育祭活動⑤

☆大北春季大会野球競技 ４月２９日（金）達子森公園野球場
準優勝
準決勝 大館一３－０大館東 決勝 大館一５－１１鷹巣

☆山田記念ロードレース ４月２９日（金）ニプロハチ公ドーム及び周辺コース
○中学男子３ｋｍ
１位 石垣 智大 ９分２５秒 18位 伊藤 尽 １０分２４秒
19位 佐々木悠里 １０分３０秒 24位 羽沢 琉飛 １１分２９秒
27位 佐藤 佑真 １１分３６秒

○中学女子３ｋｍ
22位 片岡 咲貴 １２分１４秒 23位 湯瀬陽ノ依 １２分１４秒
29位 佐々木嘉緒 １３分０６秒

☆全県選抜ソフトテニス能代大会 ４月２９日（金）能代市落合テニスコート
女子団体優勝
決勝トーナメント 準決勝 大館一２－０八郎潟 決勝 大館一２－０土崎

２８日（木）に生徒総会を行いました。前半は、生徒会事務局や各専門委員長から令和
４年度前期の活動計画が提案され、全校生徒から出た意見や要望、質問に答える形で行い
ました。また、後半は、「団結力を高めるためには？」というテーマで、全校討議を行い
ました。授業や行事、部活動など、様々な場面でどうすれば団結力を高めることができる
かを考え、活発な意見が交わされました。「有言実行」を心がけ、これから実践していき
たいと思います。頑張れ一中生！

【全校討議で出された意見】 『団結力を高めるためには…』
○授業では…
・発表を聴いて反応をする。 ・話合いでいろいろな人と考えを深め合う。
・全校で毎月目標を立てて、達成に向けてみんなで行動する。
・失敗しても切り替えてポジティブに&笑顔で
・授業の挨拶や反応を揃える。（共感、なるほどなど）

○部活動では…
・３年生が中心になって１つの目標に向かう。 ・一致団結。自分から声を出す。
・他の部活動と交流する。（合同練習など）
・部活動での良いプレー→最高の笑顔で喜ぶ。



○行事や学校生活では…
・行事１つ１つを大切にする。
・授業での挨拶や反応など小さなことでもこつこつとやっていれば、五大祭などで大
きな力となる。

・集会→みんなが進めてくれるから自分も頑張ろうという意識をもつ。
・明確な目標や役割→責任をもって実行する。他の人への気遣いも大切にする。

生徒総会を進行した生徒会事務局と専門委員長！



積極的に自分の考えを伝え合い、活発な討議が行われました！


