
今年の夏休みは猛暑と大雨に見舞われましたが、生徒たちは学習会や部活動に積極的に
参加して頑張りました。また、東北大会や全国大会など各種大会に出場した選手たちが活
躍した嬉しいニュースもたくさん報道されました。ここぞというときにもてる底力を発揮
することのできる一中生を誇りに思いました。
さて、いよいよ２学期が始まりました。今学期は、大北秋季大会や全県駅伝大会、合唱

祭や学校祭、生徒会役員選挙や新入生体験入学など、生徒たちの心が動く大きな行事や学
習がたくさんあります。４８７名の一中生全員が主体的に物事にかかわり、仲間と切磋琢
磨しながら成長していけるよう支援していきたいと思います。また、夏休み明けは季節の
変わり目でもあり、体調を崩してしまいがちです。保護者の皆さんの声かけと目配りをど
うかお願いいたします。

２学期前半の行事予定

８月
25日(木) ２学期始業式 報告会 激励会 ４日(日) 部活動休止日 八郎潟駅伝(大潟村)

26日(金) 夏休み課題提出最終日 ロボット教室・大館カップ２０２2大会(職短)
石塚章ＳＣ来校13:00～17:00 3年伊藤壮寿さん 田中楓さん 安保太賀さん

27日(土) JO陸上県予選(県営) 1年河野壮流さん 乳井香緒莉さん 5名参加予定
全県秋季水泳大会(県立総合プール) ５日(月) ハチ公エンジェルスあいさつ運動

28日(日) 東北吹奏楽コンクール 学校徴収金等口座振替日
(リンクステーションホール青森) 一中祭準備期間Ⅰ開始

30日(火) 専門委員会④ 衣替え移行期間～10/1まで
31日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 ７日(水) フッ化物洗口 部活動休養日

合唱リーダー会議 ８日(木) 学活(全校制作①)
小中合同あいさつ運動② ９日(金) 石塚章ＳＣ来校13:00～17:00

９月 10日(土) 神明社祭典宵宮
１日(木) 安全指導 窓拭き日 11日(日) 神明社祭典

一中祭スタートアップ集会 12日(月) 学活(全校制作②)

一中祭部門長打合せ 市小中一斉メディアコントロール週間～16日まで
大北英語暗唱弁論大会 一中学区小中合同学校評議委員会(上川沿小)

(北秋田市文化会館) 13日(火) ３年実力テスト④
教育実習開始 小笠原優(保体) 14日(水) フッ化物洗口 部活動休養日
2-3へ～30日(金)まで 北教育事務所長訪問(午前)

２日(金) 大北秋季激励会①(放送) 第230回鳳雛講座(全校)
石塚章ＳＣ来校13:00～17:00 秋田大学教育文化学部4年 中津川創斗さん(本校卒業生)

３日(土) 大北秋季総体 16日(金) 大北秋季激励会②
陸上競技(鷹巣) 水泳(花岡) 石塚章ＳＣ来校13:00～17:00
野球(中央公園)
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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



９月 8日(土)～10日(月) きりたんぽまつり
17日(土)・18日(日) 9日(日) 市民駅伝(長根山)
大北秋季総体 野球(達子森・中央公園) 11日(火) 窓拭き日
柔道(合川中17のみ) バレーボール(田代) 12日(水) フッ化物洗口 生徒会役員立候補締切

バスケットボール(合川) 卓球(鷹巣) 専門委員会⑤(前期最終)
ソフトテニス(高館) 剣道(鷹巣中18のみ) 13日(木) 生徒会役員選挙運動開始～20日
18日(日)全県駅伝大会(県営) 部活動休養日
19日(月) 敬老の日 14日(金) 第2回IB集会リハーサル
20日(火) 一中祭準備期間SⅡ開始 部門別活動① 石塚章SC来校13:00～17:00

学校関係者評価委員会 15日(土) 全県秋季 サッカー(にかほ市)
21日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 ソフトテニス(県立)

第231回鳳雛講座 大北秋季報告会 第3回あきた活性化中学生選手権（二ツ井総合体育館）
フリーアナウンサー 真田かずみさん 村上由依乃さん 泉朝陽さん 安達栞璃さん 伊藤奨真さん

22日(木) 1年合唱聴き合い(5校時) 笹森琉仁さん 5名参加予定

部門別活動② 16日(日) ふるさとあきたラン(仙北市) 石垣智大さん参加
23日(金) 秋分の日 吹奏楽基礎合奏講座(本校会場) 部活動休止日
24日(土) 親子窓拭きボランティア 17日(月) 第2回IB集会

全県秋季陸上競技大会(鹿角) 児童民生委員情報交換会
北鹿新人野球大会(ハチ公ドーム) 19日(水) フッ化物洗口 部活動休養日

25日(日) 大北理科研究発表会(有浦小) 立会演説会リハ－サル
26日(月) 全校音楽① 部門別活動③ 20日(木) 生徒会役員選挙立会演説会・投票

2･3年合唱聴き合い(5･6校時) 21日(金) 市教研授業研究会会場
27日(火) 全校音楽② 部門別活動④ (3年英語 2年理科 1年美術)
28日(水) フッ化物洗口 部門別活動⑤ 部活動休止日 授業学級以外午前授業

29日(木) 全校音楽③ 開祭行事 24日(月) 教育相談期間～11/4(金)まで
合唱祭リハーサル 部活動休養日 26日(水) フッ化物洗口 部活動休養日

30日(金) 合唱祭(ほくしか鹿鳴ホール) 職員会議
10月 27日(木) 第233回鳳雛講座
１日(土) 結晶祭(校内発表) 部門別活動⑥ 薬剤師 豊吉紀子さん
２日(日) 一中祭(一般公開)・衣替え完全実施 矗々講座(1･2年生)6校時
３日(月)・４日(火) 振替休業日 高校入試説明会(3年生)6校時
５日(水) 部活動休養日 学校徴収金等口座振替日 28日(金) 石塚章SC来校13:00～17:00

第232回鳳雛講座 学活(後期学級組織づくり)
フリーライターmamaplan 島田真紀子さん 29日(土) 漢字検定②

ハチ公エンジェルスあいさつ運動 30日(日) 部活動休止日
6日(木) 安全指導④ 生徒会役員選挙告示 全学年授業参観

部活動冬時間スタート 1・2年学年PTA
7日(金) 英語検定１次試験 3年高校入試説明会

石塚章ＳＣ来校13:00～17:00 31日(月) 振替休業日

生徒会が計画した夏休みボランティア、約
１０５名の一中生有志が参加し、大館神明社
敷地内の除草作業を行いました。イタドリを
見分けるのは難しそうでしたが、みんなで敷
地内いっぱいに広がって一生懸命作業しまし
た。最後には宮司さんからの言葉をいただき、
みんなで参拝をさせてもらいました。
お礼にと参加者全員に冷たいジュースもい

ただきました。ありがとうございました。



夏休み中に行われた吹奏楽コンクール秋田県大会で見事金賞を獲得し、県代表(2年連続)
となった吹奏楽部が東北大会に出場します。限られた練習時間の中で１つ１つの練習・演
奏に集中し、頑張ってきました。今できる最高の演奏ができるようベストを尽くしてほし
いと思います。心のこもった一中サウンドを会場に、審査員の心に響かせよう！

２８日（日）リンクステーションホール青森（青森市文化会館）12:28～演奏予定
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

○全県秋季水泳大会（県立総合プール） 8月27日（土）
・自由形 相馬秀斗(100・200ｍ) 児玉獅(100・800ｍ) 野呂祐希(50ｍ)

石山澄海(50・100ｍ) 伊藤奨真(50ｍ) 野呂響希(200m)
成田真翔(200・400m)

・背泳ぎ 野呂響希(100ｍ)
・バタフライ 加賀谷正真(100・200ｍ)
・平泳ぎ 小松海道(100・200m) 野呂祐希(100ｍ)

伊藤奨真(100ｍ)
＊フリーリレーとメドレーリレーにも出場する予定です。

○U-16 ＪＯ陸上競技秋田県予選（県営陸上競技場） 8月27日（土）
・１０００ｍ 石垣智大
・１５０ｍ 濵松歩望

○大北英語暗唱弁論大会（北秋田市文化会館） ９月１日（木）
・暗唱の部 １年 大沼瑠樹 「The Little Prince」 星の王子様

２年 三森美代 「Stone Soup」 石のソープ
３年 遠越麻琴 「A Mother's Lullaby」 母の子守歌

弁論の部 ３年 木村莉温 「Beyond Myself」 自分自身を超える
３年 千葉翔 「Small Steps Save the Big World」

小さな一歩が大きな世界を救う



夏休み中に行われた全国大会や東北大会等の各種大会、コンクールでの一中生の活躍を
紹介します。

☆全日本吹奏楽コンクール第６４回秋田県大会(秋田市文化会館) 7月２９日(金)
・大編成の部 金賞（県代表） 東北大会出場

☆東北大会水泳競技 ８月５日（金）～７日（日） 岩手市立総合プール
・女子８００ｍ自由形タイム決勝 ２４位 伊藤明子 １０分５２秒０６
・男子１５００ｍ自由形タイム決勝 １５位 小松海道 １８分２２秒４３
・男子２００ｍバタフライ予選 １７位 加賀谷正真 ２分２１秒８１
・男子２００ｍ背泳ぎ予選 １１位 山内謙槙 ２分２４秒０１
・男子１００ｍバタフライ予選 ３０位 加賀谷正真 １分０５秒３２
・男子４×１００ｍメドレーリレー予選 １１位 ４分２６秒５９

山内謙槙 小松海道 加賀谷正真 北郷仁寛
・男子４×１００ｍフリーリレー決勝 ９位 ４分０６秒２４

北郷仁寛 小松海道 加賀谷正真 山内謙槙 ※成田真翔は予選に出場

☆東北大会柔道競技 ８月５日（金） 山形県南陽市民体育館
・女子個人 第５位 田中愛莉

畠山由裕 三ヶ田優希 佐藤美桜稟 奥村胡桃 惜しくも初戦敗退

☆東北大会陸上競技 ８月９日（火）・１０日（水）青森総合運動公園陸上競技場
・女子共通２００ｍ予選１組３着 濵松歩望 ２７秒１６
・男子２・３年１５００ｍ予選１組１１着 石垣智大 ４分２０秒９５
・男子低学年４×１００ｍＲ決勝 第６位 ４８秒４１

田畑陸斗 小山瑞貴 平子羚翔 佐々木結生

☆東北大会ソフトテニス競技 ８月１０日（水） ニプロハチ公ドーム
・男子個人 渡部 駿・内田幸輝 組 １回戦突破２回戦敗退
・女子個人 福岡心月・岩沢陽菜 組 惜しくも初戦敗退

今川咲桜・下總沙姫 組 １回戦突破２回戦敗退
山内叶愛・佐藤紗空 組 第５位 全国大会出場

☆第２８回田代選抜中学校卓球大会 ８月１１日（木） 田代体育館
・中学校２年女子シングルス

優勝 畠山真絢 準優勝 戸田桜花
・中学校１年女子シングルス

優勝 長田日菜 準優勝 小畑美々 第３位 佐々木あき
・中学校女子団体 優勝 大館市立第一中学校Ａ

小笠原希歩 戸田桜花 津幡綾里 畠山真絢 長田日菜 小畑美々

☆全国大会ソフトテニス競技
８月１９日（金） 北海道旭川市 花咲スポーツ公園テニスコート

・女子個人 山内叶愛・佐藤紗空 組 ベスト１６
１回戦 ４－０ 九州・長崎県西大村中
２回戦 ４－０ 関東・栃木県芳賀中
３回戦 ３－４ 北信越・石川県宝達中

東北大会表彰式後の叶愛さん・紗空さん



☆大北駅伝競走大会 ８月２０日（土） 北秋田市中央公園
・男子第２位 ５８分０４秒

１区 石垣智大 ８分３３秒 区間賞獲得
２区 羽沢琉飛 ９分３８秒 区間３位
３区 伊藤尽 ９分５８秒 区間賞獲得
４区 佐々木悠里 ９分３８秒 区間賞獲得
５区 佐藤佑真 １０分３４秒 区間２位
６区 笹森琉仁 ９分４３秒 区間２位

・女子第５位 ５１分１９秒 東北陸上 電光掲示板に輝く一中！

１区 松本悠莉 １１分１４秒
２区 湯瀬陽ノ依 ９分３７秒
３区 田中雅姫 ９分４１秒
４区 佐々木嘉緒 ９分５１秒
５区 片岡咲貴 １０分５６秒

東北大会入賞のリレーメンバー！

☆大北陸上チャレンジ記録会Ⅱ 鷹巣陸上競技場 ８月２３日（火）北鹿新聞掲載
・中高女子８００ｍ ２位 田中雅姫 ２分４２秒０９

一中生スナップPart1！～大館神明社草取りボランティアより～



一中生スナップPart２！～大館市子どもサミット・大北駅伝より～

発表はもちろん、グループでは司会を務め、スムーズに進行した翔さんと千洋さん！


