
令和４年度がスタートして、早いものですでに４か月が経過しようとしています。１学
期は体育祭などの行事、大北春季や大北総体､全県総体などの大会を経験したことで着実
に成長し、心身ともにたくましくなってきたように思います。地域の皆様、保護者の皆様
には本校の教育活動にご協力いただき、本当にありがとうございました。
いよいよ明日から、３３日間の夏休みが始まります。３年生は部活動が継続となる選手

もいますが、多くの生徒は受検に向けて力を高める絶好の機会となります。「夏を制する
ものは受検を制する」という言葉を胸にとめて、精一杯頑張ってほしいと思います。また、
１・２年生は学習と部活動との両立を図りながら、大北秋季大会やコンテスト、作品応募
等の新たな目標に向かって、技能・技術、精神力を高めるための重要な休みとなります。
それぞれの目標の実現に向けて頑張ることができるよう支援していきたいと思います。

１学期終業式で学年代表として立派に発表しました！
１年２組 泉朝陽さん ２年１組 小島澪さん ３年２組 丹代小遥さん

７月後半・８月の行事予定

７月 ５日(金) 学校徴収金等口座振替日 ３年学習会③

23日(土) 夏休みスタート～8/24(水)まで 東北大会 柔道(山形県南陽市)
神明社草取りボランティア 水泳(岩手県盛岡市)～7日(日)
県通信陸上(県営)～24日(日) ６日(土) 市剣道協会暑中稽古(大館鳳鳴高)

25日(月) ３年三者面談開始 ７日(日) 部活動休止日
１・２年二者面談開始 ８日(月) 東北大会 ソフトテニス(高館)

26日(火) 市子どもサミット代表者会議 陸上競技(青森県青森市)～10日(水)まで

千葉翔さん・木村千洋さん参加予定 10日(水) 部活動休養日
27日(水) 部活動休養日 11日(木) 山の日

花輪高校体験入学 田代選抜中学校卓球大会(田代体育館)

28日(木) 十和田高校体験入学 12日(金) 学校閉庁日～15日(月)まで
29日(金) 吹奏楽コンクール秋田県大会 17日(水) 職員会議 部活動休養日

(秋田市文化会館) 18日(木) 夏休み課題提出日
小坂・能代・秋田北鷹高校体験入学 ３年実力テスト③

30日(土) 浅利純子杯争奪第16回鹿角駅伝 20日(土) 大北駅伝大会(鷹巣中央公園)
８月 21日(日) 部活動休止日
１日(月) ３年学習会① 24日(水) 部活動休養日

能代松陽・大館鳳鳴高校体験入学 25日(木) ２学期始業式
２日(火) 北教育事務所社会教育関係職員 27日(土) JO陸上県予選(県営)

学校訪問15:00～16:00 全県秋季水泳大会(県立総合プール)
大館桂桜高校体験入学 30日(火) 専門委員会④

３日(水) 部活動休養日 31日(水) フッ化物洗口 部活動休養日
湯沢翔北高校・ＫＪ体験入学 合唱リーダー会議

４日(木) ３年学習会② 小中合同あいさつ運動②
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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



☆全日本通信陸上競技秋田県大会 7月23日(土)・24日(日) 県営陸上競技場
男子・１年１００ｍ 佐々木結生 ・２年１００ｍ 小山瑞貴

・３年１００ｍ 石垣和真 ・共通２００ｍ 石垣和真
・共通８００ｍ 佐藤佑真 ・１年１５００ｍ 羽沢琉飛 笹森琉仁
・２・３年１５００ｍ 石垣智大 ・共通３０００ｍ 石垣智大 佐々木悠里
・低学年４×１００ｍＲ

佐々木結生 小山瑞貴 佐藤佑真 羽沢琉飛 平子羚翔 田畑陸斗
・共通４×１００ｍＲ

石垣和真 笹森琉仁 石垣智大 佐々木悠里 藤原歩夢
女子・１年１００ｍ 竹村唯花 ・３年１００ｍ 佐藤愛梨

・共通２００ｍ 濵松歩望 ・共通１５００ｍ 片岡咲貴
・共通走高跳 奈須莉音
・低学年４×１００ｍＲ

奈須莉音 荒谷叶 今村百花 竹村唯花
・共通４×１００ｍＲ

佐藤愛梨 濱松歩望 川上あすか 齋藤夏海 片岡咲貴

☆全日本吹奏楽コンクール秋田県大会秋田市文化会館 ７月２９日(金)
課題曲 マーチ「ブルー・スプリング」
自由曲 マードックからの最後の手紙（２０２１年版） 樽屋 雅徳 作曲

The last letter from Murdoch 2021
横田紅葉 武内直奈 三ツ井さくら 三ツ井くらら 柳原香奈 佐藤せり奈
西川紀亜 藤島杏美 豊吉倖太 渡部響 糸田茉央 春日美桜希 斉藤心優
小松咲月 酒井愛美 畠山果子 池島春絵 幸田愛菜 齋藤桃香 田村愛美
豊口そら 蛭田望月 菅原詩音 吹谷美空 虻川心愛 佐々木愛舞 根本紗結
長崎天音 岩谷真桜 齊藤深月 浪岡優 伊藤ことは 安達琉七 兎澤悠月

☆東北大会柔道競技 ８月５日（金）山形県南陽市体育館
男子個人 三ヶ田優希 畠山由裕
女子個人 佐藤美桜稟 奥村胡桃 田中愛莉

☆東北大会水泳競技 ８月５日(金)～７日(日) 岩手県盛岡市
・２００ｍ背泳ぎ 山内謙槙 ・８００ｍ自由形 伊藤明子
・１００ｍバタフライ 加賀谷正真 ・２００ｍバタフライ 加賀谷正真
・１００ｍ背泳ぎ 成田真翔 ・２００ｍ背泳ぎ 成田真翔
・１５００ｍ自由形 小松海道
※４００ｍフリーリレーと４００ｍメドレーリレーにも出場します。

☆東北大会ソフトテニス競技 ８月８日(月)～１０日（水） 高館公園テニスコート
・男子個人 渡部 駿・内田幸輝 組
・女子個人 山内叶愛・佐藤紗空 組 今川咲桜・下總沙姫 組

福岡心月・岩沢陽菜 組

☆東北大会陸上競技 ８月８日(月)～１０日（水） 青森県青森市
・男子２・３年１５００ｍ 石垣智大 ・女子共通２００ｍ 濵松歩望
・男子低学年４×１００ｍＲ

小山瑞貴 佐藤佑真 平子羚翔 佐々木結生 笹森琉仁 田畑陸斗

☆大北駅伝大会 ８月２０日(土) 北秋田市鷹巣中央公園 ※駅伝部員募集中！
・男子 石垣智大 佐々木悠里 佐藤佑真 伊藤尽 羽沢琉飛 笹森琉仁
・女子 片岡咲貴 松本悠莉 佐々木嘉緒 湯瀬陽ノ依 田中雅姫



☆全県総体柔道競技（県立武道館） １６日（土）・１７日（日）
○男子団体 １回戦 大館一０－３城東
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

○男子個人 第３位 三ヶ田優希 畠山由裕 ＊東北大会出場
ベスト８ 田中楓 木村優輝 杉江優雅

○女子団体 １回戦 大館一３－０飯島 準々決勝 大館一１－２土崎 ベスト８
奥村胡桃 田中愛莉 熊谷小雪 菅原詩織 木村莉温

○女子個人 準優勝 佐藤美桜稟 奥村胡桃 田中愛莉 ＊東北大会出場
第４位 齋藤杏菜 ベスト８ 熊谷小雪

☆全県総体卓球競技（タクミアリーナ）１６日（土）・１７日（日）
○男子団体 予選Ｂリーグ ２位 大館一３－１大潟 大館一１－３花輪

決勝トーナメント１回戦 大館一０－３横手南
乾凌嘉 大塚凛 武田裕明 畠山羽唯人 伊藤壮寿 山田諒臥 水口滉大
菅原双葉

○男子個人 乾凌嘉 １回戦 ２－３仙北 大塚凛 ２回戦 ０－３矢島
水口滉大 ２回戦 １－３城南

○女子個人 長田日菜 ２回戦 ２－３八竜

☆バスケットボール競技（ＣＮＡアリーナ★あきた） １６日（土）・１７日（日）
○女子 ベスト８
１回戦 大館一６９－３８能代一 準々決勝 大館一４０－４９桜
中田歩花 佐々木明泉 花田愛姫 小林愛梨 田中明日華 明石ふう花
柴田優莉 長内楓七 平井逢海 鈴木絵玲恋 佐藤梓 佐藤風空 冨樫萌寧
三森美代 美濃山美月 奈良美祈 田辺あかり 栁沢珠璃 山内楓

☆ソフトテニス競技（高館公園テニスコート） １６日（土）・１７日（日）
○女子団体 ３位 準々決勝 大館一３－０本荘南 準決勝 大館一１－２土崎
山内叶愛 佐藤紗空 今川咲桜 下總沙姫 福岡心月 岩沢陽菜 一関聖音
大川芹奈

○男子個人 渡部 駿・内田幸輝 組 １回戦敗退
工藤大暉・佐藤大雅 組 ２回戦敗退

○女子個人 ２位 山内叶愛・佐藤紗空 組 ＊東北大会出場
５位 今川咲桜・下總沙姫 組 ＊東北大会出場
福岡心月・岩沢陽菜 組 ベスト１６ ＊開催地枠で東北大会出場
一関聖音・大川芹奈 組 ベスト１６

☆全県総体サッカー競技（あきぎんスタジアム）１６日（土）～１８日（月）
１回戦 大館一０－１２桜
髙桑凌太 糸屋亮汰 伊多波優馬 伊藤改 明石昂大 佐藤結斗 小林大河
山本有悟 石井楊大 高谷颯人 （熊谷廣ノ介 佐藤寿来弥）

☆全県総体陸上競技（県営陸上競技場）１６日（土）～１８日（月）
○男子
１年１５００ｍ ６位 羽沢琉飛 ４分５１秒１８
２・３年１５００ｍ ２位 石垣智大 ４分１２秒９０ ＊東北大会出場
低学年４×１００ｍＲ ２位 ４８秒５９ ＊東北大会出場
田畑陸斗 小山瑞貴 平子羚翔 佐々木結生

○女子
共通２００ｍ 第２位 濵松歩望 ２７秒６４ ＊東北大会出場



☆全県総体水泳競技（県立総合プール） １６日（土）～１８日（月）
○男子
５０ｍ自由形予選 １１位 北郷仁寛 ２７秒４９

１５位 武田琉玖 ２８秒１３
３８位 伊藤奨真 ３１秒０１

１００ｍ自由形予選 １４位 北郷仁寛 １分０１秒４４
４３位 相馬秀斗 １分１３秒５５
４４位 野呂響希 １分１４秒０１

２００ｍ自由形予選 ２７位 児玉獅 ２分４１秒２８
３０位 相馬秀斗 ２分５２秒９５

４００ｍ自由形予選 １７位 児玉獅 ５分４３秒２６
１５００ｍ自由形決勝 ３位 小松海道 １８分１８秒９０ ＊東北大会出場
１００ｍバタフライ決勝 ４位 加賀谷正真 １分０３秒８３ ＊東北大会出場
１００ｍバタフライ予選１４位 田中琉聖 １分１４秒９６

１６位 岩沢一輝 １分１５秒５９
２００ｍバタフライ決勝 ４位 加賀谷正真 ２分２０秒１０ ＊東北大会出場
２００ｍバタフライ予選１１位 岩沢一輝 ２分４８秒５４

１２位 田中琉聖 ２分５３秒７０
１００ｍ背泳ぎ決勝 ２位 成田真翔 １分０３秒２４ ＊東北大会出場

６位 山内謙槙 １分０７秒１８
１００ｍ背泳ぎ予選 １９位 虻川真梛斗 １分２１秒１０
２００ｍ背泳ぎ決勝 １位 成田真翔 ２分１５秒２４ ＊東北大会出場

４位 山内謙槙 ２分２３秒９５ ＊東北大会出場
２００ｍ背泳ぎ予選 １６位 虻川真梛斗 ３分０１秒９６
１００ｍ平泳ぎ予選 １６位 笹川駿太 １分２７秒０１
２００ｍ平泳ぎ決勝 １０位 笹川駿太 ３分０５秒６７
２００ｍ平泳ぎ予選 １２位 菅原颯真 ３分１８秒６０

１３位 野呂響希 ３分２２秒４１
２００ｍ個人メドレー予選 １４位 武田琉玖 ２分４１秒５９

１９位 伊藤奨真 ２分５８秒８８
４００ｍ個人メドレー決勝 ５位 小松海道 ５分１４秒７５
４００ｍフリーリレー決勝 ３位 ３分５９秒８１ ＊東北大会出場

成田真翔 北郷仁寛 加賀谷正真 山内謙槙
４００ｍメドレーリレー予選 ３位 ４分２５秒１６ ＊東北大会出場

山内謙槙 小松海道 加賀谷正真 成田真翔
○女子
４００ｍ自由形決勝 ６位 伊藤明子 ５分０９秒３３
８００ｍ自由形決勝 ３位 伊藤明子 １０分３５秒４１ ＊東北大会出場

☆中学校放送コンテスト（ＮＨＫ秋田放送局） １３日（水）※音源審査
○アナウンス部門 優秀賞 近藤 奈々 ＊全国大会審査へ推薦
○朗読部門 優良賞 桝谷真桜美

生徒会が「夏休みボランティア」を企画しました。今年度も大館神明社敷地内の除草作
業を一中生有志で行う予定です。地域のために、自分たちにできることを一生懸命頑張り
ます。日程は、次のとおりです。

日 時 ７月２３日（土）８：００～９：００ ＊雨天時は３０日（土）に実施
※延期等の連絡は、前日夜までに連絡メールにて行います。

集合場所 大館神明社 お祭りの山車を置いているところ １２２名が参加予定！
服 装 体育着または部活動の服装 ＊長袖・長ズボンがおすすめ 蚊が出ます！
必要な物 軍手、水筒、タオル、できればゴミ袋



☆第１６回北鹿地区小・中学校将棋大会（個人戦） サン・アビリティーズ大館
７月３１日（日）９：３０～ 竹村幸太さんが出場します！

☆大館市子ども会・キャンプの集い（リーダー養成野外研修）７月２９日(金)～３１日(日)
佐々木好花さん 疋田優陽さん 米澤侑珠さんが参加します！

７月２０日（水）に第229回鳳雛講座を行いました。講師は、ニューロング秋田（株）
の倉内英行さんが務めてくださいました。ニューロング秋田は１年生の企業訪問も受け入
れてくださっている会社であり、参加した生徒たちは見学以上に深い話を聞くことができ
たのではないかと思います。印刷・加工技術関連をはじめ、製袋・包装・シーラー・結束
機械の製造・販売を行っていること、食品や化学薬品、デパートのショッピングバッグな
ど身近な製品に技術が使われていることなどを説明してくださいました。仕事について次
のようなことも話してくださいました。

◎思い描いた仕事ではないが、現在の仕事でパフォーマンスを最大限に保つために…
「おもしろおかしくできなかったら仕事をしている意味がない」
「会社員Ａの存在ではなく、『一個人』として会社に認められる努力が大切」

◎採用面接で問われることとは…
①コミュニケーションをとることができる人間であるか。
②自分の理想をイメージしているか。
③分からないことをそのままにしない。
④勉強しているか。自分に対しての投資に妥協しない。

７月１４日（木）に大館警察署生活安全課主任専門官の森岡さんを講師に迎えて、情報
モラル教室を行いました。スマートフォンなどの情報端末機器を活用してのネット検索や
ＳＮＳ利用はとても便利なものですが、利用の仕方を一歩間違うと犯罪に巻き込まれたり、
犯罪の加害者になってしまったりすることもあります。これから始まる夏休みは自由な時
間が増え、普段以上に触れる機会も多くなると思いますが、学んだことを実生活に生かし
てほしいと思います。



７月７日(木)に今年度第１回のＩＢ集会を開きました。学習委員が中心となって企画し
進行しました。今回の集会のねらいは、集団の中で自分の意見を堂々と述べることができ
るようになってきているので、さらにレベルアップを図るために、前の発言者の意見を受
けて違う意見を述べて発表を繋ぐ練習をすることでした。前の人の発言のよさを認めなが
ら違う意見を述べるためには、まずは発表を聴く力が必要であり、それに共感しつつも否
定的な見方も加えて、自分の意見を考えなければならない難しさを体感しました。それで
も、487名という大集団の中でも物怖じせず自分の考えを発表できること、その発言を共
感的な反応をしながら聴くことができることは一中生の最大の強みだと改めて感じる集会
でした。この発言力をさらに実践力に結び付けて、一中生の底力を地域に発信していきた
いと思います。

【話合いのテーマ】
(１)もし生まれかわるとしたら？

①今のまま ②有名人 ③動物 ④植物 ⑤その他
(２)小腹が空いたとき何を食べる？

①駄菓子 ②果物 ③主食
(３)旅行土産をもらうとしたら？

①お菓子 ②ぬいぐるみ（キーホルダーを含む） ③木刀 ④その他

７月２１日（木）に３年生保健体育授業の一環として性教育講座で学びを深めました。
今回の講師を務めたのは、秋田看護福祉大学岩間照先生のもとで学ぶ学生たち８名でした。
指導すべき内容を生徒たちが興味をもって聴くことができるようにと、シナリオを考えて
何度も練習をし、寸劇を交えながら説明してくださいました。生徒たちにとっては年代の
近い若い学生たちに親近感をもって、話に真剣に耳を傾けていました。正しい知識を身に
付け、正しい行動をすることが自分の命や身体を守ることにつながっています。学んだこ
とを実践につなげてほしいと思います。

お願い

お子さんにけがや事故があった場合、新型コロナウイルスに関わって、お子さん
が濃厚接触者になったり、感染が疑われる症状が出たりした場合は、学校へ連絡して
くださるようお願いいたします。
第一中学校 ４２－４１７７
休日や学校閉庁日 教頭携帯 ０９０－１０６４－２５３８


