
５月２４日（火）から、３年生は修学旅行に、
２年生は職場体験学習に、１年生は大館探訪に行
ってきました。３年生は、３日間の見学や体験を
通して学年・学級の仲間との思い出をつくり、絆
をより一層深めてきました。２年生は、大館市内
の企業・事業所等で実際に働く体験をしたり見学
をしたりして、働く人たちの苦労ややりがいなど
を直接肌で感じ取りました。１年生は、大館市内
の企業を訪問し、実際に見たり質問をしたりして、
どのような目標をもって仕事をしているのかな
ど、たくさんのことを学んできました。全学年と
も、３日（金）に学年結晶祭を行うことにしてい ３年修学旅行 松島遊覧船震災語り部クルーズより

ます。

・・・・６月の予定・・・・ 17日(金) 第１回学校評議員会 尿検査④
１日(水) フッ化物洗口開始 部活動休養日 大北総体激励会 ３年部活動写真撮影

尿検査③ 専門委員会② 生徒退校完了～18:00
松山凌介(社会)教育実習開始～30日(木)まで 石塚章SC来校日13:00～17:00

２日(木) 安全指導① 避難訓練(地震想定) 18日(土)～ 大北総体 出校日
３日(金) 指定訪問(２年学年結晶祭)《午後》 19日(日) 野球(達子森) バレーボール(鷹体)

１・３年学年結晶祭《午前》 卓球(田代) ソフトテニス(高館)
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 バスケットボール(タクミ)

４日(土) 大館地区吹奏楽祭(ほくしか鹿鳴ホール) 陸上競技(鷹巣)水泳（花岡 19日のみ）

北秋田市招待バレーボール鷹巣大会(鷹体) 剣道・柔道(合川中 18日のみ）
鹿角錬成会剣道（鹿角市アルパス） 20日(月) 振替休業日(18日分)部活動休止日

５日(日) 市春季水泳大会(花岡プール) 21日(火) 振替休業日(19日分)
部活動休止日 22日(水) 部活動一斉ミーティング

６日(月) ハチ公エンジェルス挨拶運動 部活動休止期間開始(一斉テスト)～28日(火)

衣替え完全実施 市なかよし交流会(タクミ)8・9組参加

学校徴収金等口座振替日 23日(木) ２－４保育園実習(神明こども園)
２年内科検診13:30～ 大北総体報告会 教科相談①

８日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 PTA文教部会②(図書室)18:00～
英検IBA(2年4校時 3年5校時) 24日(金) ２－６保育園実習(神明こども園)

９日(木) 部活動優先期間開始～17日(金) 教科相談②
３年歯科検診13:30～ 27日(月) 職員会議

10日(金) ２年歯科検診13:30～ 28日(火) 教科相談③
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 石塚章SC来校日13:00～17:00

15日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 29日(水) 第1回一斉テスト フッ化物洗口
激励会リハーサル15:10～ 部活動休養日 専門委員会③

16日(木) 生徒退校完了～18:15 30日(木) ２－３９保育園実習(神明こども園)
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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



チャレンジデー2022inおおだてに一中生も参加しました。特に、１年生は通学ウォーキ
ングだったので保護者の皆様にもご協力をいただき、ありがとうございました。結果は、
大館市が参加率61.9％で愛知県碧南市(71.4％)には及びませんでしたが、茨城県常陸太田
市(52.4％)に勝利し、カテゴリー４(人口３万５０００人～７万５０００人未満)で見事金
メダルを獲得しました。大館市のメダル獲得に一中生も貢献しました！！

☆６月５日（日）花岡総合運動公園プール 目指せ自己記録更新！
【男子】フリーリレーとメドレーリレーにも出場予定！
○ ５０ｍ背泳ぎ 虻川真梛斗
○１００ｍ背泳ぎ 虻川真梛斗 山内 謙槙 野呂 響希
○ ５０ｍバタフライ 岩沢 一輝 田中 琉聖 加賀谷正真 北郷 仁寛
○１００ｍバタフライ 岩沢 一輝 田中 琉聖 加賀谷正真 成田 真翔
○ ５０ｍ平泳ぎ 笹川 駿太 菅原 颯真 石山 澄海 伊藤 奨真
○１００ｍ平泳ぎ 笹川 駿太 菅原 颯真 小松 海道
○ ５０ｍ自由形 北郷 仁寛 武田 琉玖 児玉 獅 相馬 秀斗

野呂 祐希 石山 澄海 伊藤 奨真
○１００ｍ自由形 北郷 仁寛 武田 琉玖 加賀谷正真 児玉 獅

野呂 祐希 野呂 響希
○２００ｍ自由形 児玉 獅 相馬 秀斗
○１００ｍ個人メドレー 山内 謙槙 小松 海道 成田 真翔
○２００ｍ個人メドレー 小松 海道 成田 真翔

【女子】
○１００ｍ自由形 伊藤 明子
○２００ｍ自由形 伊藤 明子

☆大北交歓陸上（大北春季）５月２１日（土）鷹巣陸上競技場

【男子】 男子総合 ４位 ２５点 男女総合 ３位 ４４．５点
・共通２００ｍ ２位 石垣和真 ２４秒４０

６位 小山瑞貴 ２５秒５８
・共通８００ｍ ２位 佐々木悠里 ２分２８秒０７
・共通３０００ｍ ２位 石垣智大 ９分３０秒１２

５位 伊藤尽 １０分５５秒３２
・共通走幅跳 ６位 藤原歩夢 ４ｍ４７
・共通４×１００ｍＲ １位 ４８秒５５

佐々木結生 石垣和真 平子羚翔 小山瑞貴
【女子】 女子総合 ５位 １９．５点
・共通１００ｍ ５位 川上あすか １４秒１０
・共通２００ｍ １位 濵松歩望 ２７秒８６
・共通１５００ｍ ６位 片岡咲貴 ５分３７秒６８
・共通１００ｍＨ ５位 三澤華奈 ２０秒０４
・共通走高跳 ３位 奈須莉音 １ｍ１５
・共通４×１００ｍＲ ２位 ５４秒４７

川上あすか 濵松歩望 齋藤夏海 佐藤愛梨



☆第６６回県北四市三郡剣道大会 ５月２１日（土） 田代体育館
男子団体 第３位 齋藤空澄 佐藤翔斗 市川凜來 亀山海瑠 畠山一紗

鎌田敦也

☆北秋田市交流野球大会 ５月２１日（土）・２２日（日）森吉球場
準優勝 準決勝 大館一１０－２合川 ６回コールド

決勝 大館一 １－８森吉 ５回コールド

☆第１回秋田県中学生スプリングオープン ５月２１日（土）県立中央公園テニスコート
男子２部 第１位 渡部 駿 内田 幸輝
女子２部 第１位 一関 聖音 大川 芹奈

☆全県春季ソフトテニス選手権 ５月２９日（日）高館公園テニスコート
優勝 山内 叶愛 佐藤 紗空

☆第43回秋田・青森二県選抜中学校親善バレーボール大会 ５月２９日(日)田代体育館
予選リーグ 大館一１－１大館東

☆第３４回秋田県オープントランポリン競技選手権大会 ５月２９日（日）タクミアリーナ

Ａクラス女子 第１位 虻川 藤乃 47.1点
＊6月25日（土）タクミアリーナで行われる「第36回東北トランポリン競技選手
権大会」に秋田県代表選手として出場します。

今年度から公立高等学校入学者選抜制度が新しくなります。昨年度まで１月末に行われ
ていた前期選抜の名称が特色選抜となり、実施期日が一般選抜と同日となりました。また、
特色選抜であっても受検教科が５教科であること、定時制課程の受検教科も３教科から５
教科になることなど、制度が大きく変わりました。３年生は進路学習で既に学習済みです。
新しい制度で初めて受検に挑む３年生ですが、３１日（火）に第１回実力テストに臨み

ました。最後の一問まで粘り強く解き進めて一生懸命頑張りました。果たして結果は…。

実力テストに挑む３年２組！

それでこそ一中生！ 校内放送で全校に紹介しました！
５月１８日（水）夕方に地域の女性の方から第一中学校に次のような電話がありまし

た。一中生女子２名が、公民館あたりで拾ったティッシュケースをあちらこちらの幼稚
園を訪ね歩きながら、息子の通っていた幼稚園の方に届けてくれました。息子は幼稚園
を卒園して小学生となっていますが、届けられた幼稚園から連絡をいただいて私のとこ
ろに届きました。一中生の温かい心遣いに感謝するとともに、お礼を伝えたくて一中へ
連絡しました。 １年生の中村聖那さんと堀内裕奈さんでした。ありがとう！



一中生スナップ！ ～各学年行事から～

３年修学旅行 スタジオセディック・加茂水族館・致道博物館・日本こけし館・桜櫓館での様子！

いろいろな企業で体験をさせてもらった２年生！

大館市内の企業に
隠された秘密を
探った１年生！


