
先週末に大北秋季総体を終えたところではありますが、陸上競技部は全県秋季大会に、
野球部は北鹿新人野球大会に出場します。秋季大会後の練習時間には限りがあり、すべて
の課題を克服することは難しかったかもしれませんが、今出せる自分の力、チームのもて
る力をすべて出し、ベストを尽くしてきてほしいと思います。頑張れ陸上競技部！野球部！
また、科学部は大館北秋田児童生徒理科研究発表会に出場します。これまで活動時間中

に研究を重ねてきた成果を発表する予定です。また、同じ内容の発表を一中祭で保護者の
皆様にも披露します。フレーフレー科学部！

大北秋季総体の雪辱を果たすことを目標に、一戦一戦に全力で挑む野球部！

２５日 準決勝終了４５後

９：００ シートノックなし 中央公園１１：００

２４日
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期日：９月２４日（土）、２５日（日）

会場：ニプロハチ公ドーム
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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



期日：９月２４日（土）、２５日（日）
会場：鹿角総合運動公園陸上競技場

☆男子
１年１００ｍ 佐々木結生 田畑陸斗
２年１００ｍ 小山瑞貴
共通２００ｍ 桜庭海聖
共通８００ｍ 佐藤佑真
共通１５００ｍ 羽沢琉飛
１年４×１００ｍＲ 桜庭海聖 羽沢琉飛 長崎龍飛 笹森琉仁
共通４×１００ｍＲ 小山瑞貴 平子羚翔 佐藤佑真 佐々木結生 田畑陸斗
ＯＰ３０００ｍ 石垣智大 佐々木悠里 伊藤尽

☆女子
共通８００ｍ 田中雅姫
１年４×１００ｍＲ 田中雅姫 加賀谷綺水 竹村唯花 佐藤璃歩 日景歌

今村百花

期日：９月２５日（日）
会場：有浦小学校

「においの科学～カメムシ編～」
発表者 ３年 高橋翔也 千葉翔

三政晴哉
２年 荒川蓮

共同研究 ２年 藤原大地
１年 黒澤勇斗

協力 ３年 成田祐輔
１年 三澤将斗

来週・１０月の予定Part1

９月 7日(金) 英語検定１次試験
26日(月) 全校音楽① 部門別活動③ 石塚章ＳＣ来校13:00～17:00

2･3年合唱聴き合い(5･6校時) 8日(土)～10日(月) きりたんぽまつり
27日(火) 全校音楽② 部門別活動④ 9日(日) 市民駅伝(長根山)
28日(水) フッ化物洗口 部門別活動⑤ 11日(火) 窓拭き日
29日(木) 全校音楽③ 開祭行事 12日(水) フッ化物洗口 生徒会役員立候補締切

合唱祭リハーサル 部活動休養日 専門委員会⑤(前期最終)
30日(金) 合唱祭(ほくしか鹿鳴ホール) 13日(木) 生徒会役員選挙運動開始～20日
10月 部活動休養日
１日(土) 結晶祭(校内発表) 部門別活動⑥ ココロの授業①(2年2･3･6組)
２日(日) 一中祭(一般公開)・衣替え完全実施 14日(金) 第2回IB集会リハーサル
３日(月)・４日(火) 振替休業日 石塚章SC来校13:00～17:00
５日(水) 部活動休養日 学校徴収金等口座振替日 15日(土) 全県秋季 サッカー(にかほ市)

第232回鳳雛講座 ソフトテニス(県立)
フリーライターmamaplan 島田真紀子さん 第3回あきた活性化中学生選手権（二ツ井総合体育館）

ハチ公エンジェルスあいさつ運動 村上由依乃さん 泉朝陽さん 安達栞璃さん 伊藤奨真さん
6日(木) 安全指導④ 生徒会役員選挙告示 笹森琉仁さん 5名参加予定

部活動冬時間スタート 16日(日) ふるさとあきたラン(仙北市) 石垣智大さん参加
(退校18:15) 吹奏楽基礎合奏講座(本校会場) 部活動休止日



１０月の行事予定Part2

17日(月) 第2回IB集会 27日(木) 第233回鳳雛講座
児童民生委員情報交換会 薬剤師 豊吉紀子さん

19日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 矗々講座(1･2年生)6校時
立会演説会リハ－サル 高校入試説明会(3年生)6校時

20日(木) 生徒会役員選挙立会演説会・投票 28日(金) 石塚章SC来校13:00～17:00
21日(金) 市教研授業研究会会場 学活(後期学級組織づくり)

(2年技術 2年理科 1年美術) 29日(土) 漢字検定②
部活動休止日 授業学級以外午前授業 30日(日) 部活動休止日

24日(月) 教育相談期間～11/4(金)まで 全学年授業参観
25日(火) ココロの授業①(2年1･4･5組) 1・2年学年PTA
26日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 3年高校入試説明会

職員会議 31日(月) 振替休業日

☆全県駅伝大会 ９月１８日（日） 県立中央公園内周回コース
男子１４位 １時間０５分１７秒
１区（3.1ｋｍ）石垣智大 ９分３４秒 区間賞獲得
２区（3.0ｋｍ）羽沢琉飛 １１分０９秒
３区（3.0ｋｍ）伊藤尽 １１分０３秒
４区（3.0ｋｍ）佐々木悠里 １１分３１秒
５区（3.0ｋｍ）佐藤佑真 １１分１５秒
６区（3.0ｋｍ）笹森琉仁 １０分３５秒

女子２０位 ５２分０４秒
１区（3.1ｋｍ）片岡咲貴 １３分１２秒
２区（2.1ｋｍ）佐々木嘉緒 ９分０４秒
３区（2.1ｋｍ）田中雅姫 ８分３１秒
４区（2.1ｋｍ）湯瀬陽ノ依 ８分３８秒
５区（3.0ｋｍ）松本悠莉 １２分３９秒

☆大北秋季総体
○野球競技 ９月１７日（土） 達子森公園野球場
大館一０－６田代

○柔道競技 ９月１７日（土） 合川中学校柔道場
男子団体優勝
畠山由裕 杉江優雅 上村勇貴 吉成理比人 齊藤斗希哉

男子個人優勝 畠山由裕 菅原琉 杉江優雅 上村勇貴 吉成理比人 齊藤斗希哉
準優勝 奥寺大樹 山口瀬名
女子個人優勝 齋藤杏菜

○剣道競技 ９月１８日（日） 鷹巣中学校体育館
男子団体優勝
齋藤空澄 佐藤翔斗 市川凜來 鎌田敦也 畠山一紗 亀山海瑠 菅原凛
宮崎太陽

男子個人１年 優 勝 菅原凛
２年 第２位 齋藤空澄 第３位 畠山一紗 市川凜來

女子個人２年 第３位 安保志絆



○ソフトテニス競技 ９月１７日（土）・１８日（日） 高館公園テニスコート
男子団体準優勝 ３勝１敗
渡部駿 内田幸輝 阿部星夏 関慧太 兜森陸央 畠山歩斗 田中拓 岩沢陽飛

女子団体４位 １勝３敗
村谷柚香 根本詠真 小根澪夏 麓心乃葵 大川芹奈 一関聖音 斎藤実吹

男子個人 第１位 渡部駿・内田幸輝 組
第２位 阿部星夏・岩沢陽飛 組
ベスト１６ 兜森陸央・関慧太 組

女子個人 第１位 一関聖音 大川芹奈 組

○バスケットボール競技 ９月１７日（土）・１８日（日） 合川体育館
男子準優勝
準決勝 大館一７２－４６北陽 決勝 大館一５１－１０２大館東

女子準優勝
１回戦 大館一６７－３９鷹巣 準決勝 大館一７０－４０合川・上小阿仁
決勝 大館一５５－７２大館東

○バレーボール競技 ９月１７日（土）・１７日（日） 田代体育館
男子第３位
決勝リーグ 大館一０－２鷹巣 大館一０－２大館東

女子予選第２ブロック １勝１敗 大館一２－０大館東 大館一０－２田代
女子決勝トーナメント １回戦 大館一０－２下川沿

○卓球競技 ９月１７日（土）・１８日（日） 鷹巣体育館
男子団体優勝
水口滉大 瓜田龍信 菅原双葉 島内悠翔 野呂知生 河野壮流 斎藤龍輝
木村優太

男子個人 優勝 水口滉大 第３位 瓜田龍信
女子団体優勝
小笠原希歩 津幡綾里 戸田桜花 畠山真絢 小畑美々 佐々木あき
佐藤夕萌 長田日菜

女子個人 優勝 畠山真絢 第２位 長田日菜 第５位 小畑美々

２１日（水）に第２３１回鳳雛講座を行いました。
講師はフリーアナウンサーの真田かずみさん（大仙市
出身 大館市在住 ＮＨＫ秋田放送局アナウンサーを
経て２０１９年からフリーに）が務め、アナウンサー
の仕事や魅力について話してくださいました。ニュー
スや番組の中でアナウンスする華々しい仕事は全体の
約１割に過ぎず、残りの９割は裏方の地味な仕事もた
くさんしていること。アナウンサーの仕事の魅力はテ
レビで活躍することだけでなく、取材することで新し
い気付きや発見をしていくこと、取材で出会ったたく
さんの人たちの思いに触れることも尊い経験となり、
それをこのふるさと秋田・大館の人たちに伝えられる
ことが何よりのやりがいになっていることを熱く語っ
てくださいました。生徒たちは活発に質問をしたり、
感想を述べたりするなど有意義な学びの時間となりま
した。



一中生スナップPart1！ ～第231回鳳雛講座より～

たくさんの動画や画像を交えながら、巧み
な話術でアナウンサーの仕事の詳細や魅力
を紹介していただきました。



一中生スナップPart２！ ～大北秋季総体から～

団体・個人共に男女アベック優勝を果たした男女卓球部！

決勝で一歩及ばず男女アベック準優勝となった男女バスケットボール部！


