
あさってはいよいよ合唱祭となりました。よりよいハーモニーを目指して互いに声をか
け合って磨いてきた学級合唱、学年の絆を深めてきた学年合唱、一中生の団結力・底力を
発揮する全校合唱を披露します。努力を積み重ねてきた美しいハーモニーをどうぞお聴き
ください。
また、２日（日）は、一中祭一般公開日となります。舞台で演じる発表チームと、道具

や衣装を作ったり、効果音を演奏したりする裏方チームとに分かれて準備を進めてきた学
年発表、英語暗唱や科学部の研究発表、吹奏楽部演奏などのプログラムを予定しています。
教科展や美術部作品展、科学部コーナー（体験あり）などの展示もありますので、どうぞ
おいでください。ご家族の皆様のご来場をお待ちしております。

《合唱祭の日程》 ９：３３ ２年生合唱
８：００ 生徒集合・学級練習 １０：１８ ３年生合唱
８：３０ 生徒着席・保護者入場 １１：０５ 全校合唱
８：４０ 開祭式 １１：３５ 閉祭式
９：００ １年生合唱 １２：１５ 解散予定

【１年生合唱】
（１）４組 『マイバラード』 指揮 岩沢 陽飛 伴奏 安達 琉七
（２）５組 『この星に生まれて』 指揮 石井 楊大 伴奏 野崎こころ
（３）１組 『変わらないもの』 指揮 村上由依乃 伴奏 今村 百花
（４）２組 『君をのせて』 指揮 冨永 佳郁 伴奏 明石 昂大
（５）３組 『怪獣のバラード』 指揮 菅原 龍心 伴奏 丹代 小鈴
（６）学年合唱『ふるさと』 指揮 泉 朝陽 伴奏 元井 湖季
【２年生合唱】
（１）５組 『My Own Road』 指揮 田辺あかり 伴奏 羽生 康記
（２）１組 『手紙～拝啓十五の君へ～』 指揮 岩間 皆 伴奏 糸田 茉央
（３）２組 『君とみた海』 指揮 草薙 雷太 伴奏 米沢 咲花
（４）６組 『島唄』 指揮 成田 真翔 伴奏 豊吉 倖太
（５）４組 『ハートのアンテナ』 指揮 渡部 響 伴奏 畠山 和心
（６）３組 『心の瞳』 指揮 佐藤 恋星 伴奏 池島 春絵
（７）学年合唱『大切なもの』 指揮 横山 歩 伴奏 池島 春絵
【３年生合唱】
（１）３組 『青い鳥～Movie Edit Version～』 指揮 佐々木茉緒 伴奏 千葉 翔
（２）５組 『証』 指揮 石垣 智大 伴奏 藤島 杏美
（３）４組 『友～旅立ちの時～』 指揮 石田 瑞貴 伴奏 桝谷真桜美
（４）１組 『虹』 指揮 木村 啓助 伴奏 乾 凌嘉
（５）２組 『あなたへ～旅立ちに寄せるメッセージ』

指揮 柳原 香奈 伴奏 丹代 小遥
（６）学年合唱『遥か』 指揮 相馬 愛聖 伴奏 佐藤 愛華
【全校合唱】 『時の旅人』 指揮 横田 紅葉 伴奏 丹代 小遥
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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



《一中祭の日程・プログラム》
８：１５ 保護者入場 １１：００ 科学部発表
８：３５ 開祭のあいさつ 生徒会副会長 「においの科学～カメムシ編～」

乾 凌嘉 木村 千洋 高橋 翔也 三政 晴哉
８：４０ 吹奏楽部演奏 千葉 翔 荒川 蓮

「マードックからの最後の手紙」他 １１：２０ ３年学年発表
９：１５ 校長あいさつ 武田俊一校長 完・白雪姫2022
９：２０ アナウンス＆朗読発表 ～よりよい大館をつくるために～

アナウンス｢見えない壁｣ １１：５５ 全校合唱『時の旅人』
近藤 奈々 指揮 横田 紅葉

朗読「ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー」 伴奏 千葉 翔
桝谷真桜美 １２：００ 生徒会長あいさつ

９：３０ １年生学年発表 千葉 翔
ふるさと大館－ダーツの旅！－

１０：０５ 英語暗唱弁論 《一中祭公開終了後の生徒の動き》
｢The Little Prince｣ 大沼 瑠樹 １２：１０ 復元作業
｢Beyond Myself」 木村 莉温 １２：５０ 昼食・休憩
｢One Small Step to １３：３０ 閉祭行事
Save the Big World」 千葉 翔 １５：１０ 帰りの会

１０：２５ ２年学年発表 １５：３０ 下校予定
大館の果てまでイッテＱ！

《一中祭展示コーナー》
○学年展 各学年教室棟西側教室 ○部活動コーナー １階調理室前
○教科展（国語・英語・美術） 各学年教室 ○学校行事映像コーナー ２階図南ルーム
○美術部作品展 １階特別教室棟廊下 「体育祭・合唱祭 記録動画」
○科学部コーナー ３階会議室 ○ゲームコーナー 各学年１組教室

「体験コーナー（スライム作り）」他

来週の予定

３日(月)・４日(火) 振替休業日 7日(金) 英語検定１次試験
５日(水) 部活動休養日 学校徴収金等口座振替日 石塚章ＳＣ来校13:00～17:00

第232回鳳雛講座 8日(土)～10日(月) きりたんぽまつり
フリーライターmamaplan 島田真紀子さん 9日(日) 市民駅伝(長根山)

ハチ公エンジェルスあいさつ運動
6日(木) 安全指導④ 生徒会役員選挙告示 ５日（水）は学校徴収金口座振替日です。

部活動冬時間スタート(退校18:15) どうかご確認をお願いいたします。

☆全県秋季陸上競技大会 9月24日(土)・25日(日) 鹿角市運動公園陸上競技場
・男子１年１００ｍ ４位 佐々木結生 １２秒６７
・男子２年１００ｍ ５位 小山瑞貴 １２秒５０
・男子１年１５００ｍ ６位 羽沢琉飛 ４分２４秒１３
・男子Ｏ３０００ｍ ４位 石垣智大 ９分３６秒０５
・男子共通４×１００ｍＲ ６位 ４９秒０７

田畑陸斗 小山瑞貴 平子羚翔 佐々木結生
・女子１年４×１００ｍＲ ２位 ５５秒８８

加賀谷綺水 竹村唯花 佐藤璃歩 日景歌



☆北鹿中学校新人野球大会 9月24日(土)・25日(日) ニプロハチ公ドーム
１回戦 大館一８－０十和田 ５回コールド
準決勝 大館一１－８鷹巣 ６回コールド

☆大北読書感想文コンクール
・自由図書 特 選 丹代 小遥「いじめ遺伝子と向き合う」＊県コンクールに出品

木村 莉温「生きることから学ぶ」 ＊県コンクールに出品
佳 作 丹代 小鈴「多様性について考える」
奨励賞 日景 歌「自分を大切にして生きるには」

佐々木あき「消えていく家族の顔」
糸屋 拓洋「互いを思いやる社会に」

・課題図書 準入選 菅原 七海「本当の家族とは」
佳 作 米澤 侑珠「私にできること」

☆第41回全国中学生人権作文コンテスト秋田県大会大館地区予選
・優秀賞 藤原 愛惟「いじめの無い世の中へ」

☆大館市民スポーツ祭剣道大会 ９月２５日（日） 釈迦内体育館
・中学校１年生の部 第１位 菅原 凛
・中学校２年生の部 第１位 齋藤 空澄

第２位 市川 凜來
第３位 鎌田 敦也 亀山 海瑠

・中学校女子の部 第１位 安保 志絆
第２位 遠越 麻琴

２４日（土）の親子窓拭きボランティアには、多数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。おかげさまできれいな環境で一中祭を迎えることができそ
うです。

参加した生徒 ２２９名 協力してくださった保護者の皆さん ５５名



一中生スナップPart1！～全校合唱練習から～

指揮を務める紅葉さん！ ピアノ伴奏の小遥さんと翔さん！

男性パートを外側から支える２年生男子！

美しい声でアルト・ソプラノパート盛り上げる２年生女子！

中央から歌声を届ける１年生・３年生女子！



一中生スナップPart２！～全校合唱練習・３年学年合唱練習から～

中央から力強い歌声を届ける１年生・３年生男子！

ピアノ伴奏の愛華さんと指揮者の愛聖さん！ 学年合唱を支えるアルト・ソプラノパート！

圧巻の３年生学年合唱「遥か」 乞うご期待！



美術部員８名が共同制作した一中祭ポスター！看板作成もラストスパートで頑張っています！


