
２日（水）に後期生徒会のスタートとなる生徒会発会式を行いました。これまでリーダ
ーとして全校の先頭に立って頑張ってきた３年生から２年生へと生徒会のバトンが引き継
がれました。
式では横山歩新生徒会長から各専門委員長へ委嘱状が手渡されました。また、代議員と

なる学級委員長や新生徒会執行部の紹介も行いました。全校生徒のために、学年・学級の
ために、そして地域のために、自分のやるべきことを心をこめて一生懸命頑張ります。

令和４年度後期生徒会事務局・専門委員会・代議員会
☆生徒会事務局

生徒会長 横山 歩

生徒会副会長（学習委員長兼務） 佐藤 晶人

生徒会副会長（集会委員長兼務） 本多 心愛

事務局長 荒川 蓮

事務局員 市川凜來 笹川瑛太 三浦煌大 菅原詩音 山内楓 大沼瑠樹
藤原大瑠 加茂紗実 丹代小鈴 日景歌

☆専門委員会 各学級からそれぞれ１～２名が委員として加わって活動を行っていきます。

委員会 委員長 委員会 委員長 委員会 委員長

代議員 三森 美代 図 書 関 慧太 体 育 本多 秋穂

学 習 佐藤 晶人 Ｐ Ｒ 渡部 響 校外生活 笹木 羽菜

集 会 本多 心愛 美 化 藤原 大地 選挙管理 羽生 康記

風 紀 佐藤 恋星 保 健 田中 陽向 雪の結晶 池島 春絵

ボランティア 田辺あかり 給 食 豊口 そら
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☆代議員会（学級委員長・副委員長）

学 級 委員長 副委員長 学 級 委員長 副委員長

３年１組 乾 凌嘉 伊藤 明子 ２年４組 杉田 昂陽 石戸谷 環

３年２組 熊谷 小雪 三政 晴哉 ２年５組 栁沢 珠璃 小笠原 想

３年３組 山本 啓吾 明石ふう花 ２年６組 成田 真翔 吉田 心優

３年４組 秋元 和可 木村 千洋 １年１組 兜森 優美 畠山 琉功

３年５組 千葉 泰喜 藤原 沙妃 １年２組 冨永 佳郁 泉 朝陽

２年１組 齋藤 空澄 斉藤 心優 １年３組 藤田 翔 堀内 裕奈

２年２組 村谷 柚香 齊藤日向太 １年４組 岩沢 陽飛 加賀谷綺水

２年３組 蛭田 望月 渡部 駿 １年５組 武内 充隆 菅原 七海

☆各専門委員

学 習 泉琉偉 近藤奈々 桜庭幸聖 柳原香奈 櫻田恒星 山口里奈 佐藤陽翔
石田瑞貴 工藤大暉 西川紀亜 小原詠斗 小笠原希歩 吉成理比人
櫻場花陽 工藤光生 藤原陽向 水口滉大 奈良美祈 成田優月
平子羚翔 渡辺絢羽 豊吉倖太 根本紗結 宮田煌芽 長田日菜
斎藤龍輝 本間瑚雪 河野壮流 疋田優陽 柾木創多 斎藤実吹
石井楊大 田中雅姫

集 会 田中琉聖 石垣和真 川上あすか 武田奈々 岩沢陽菜 戸田桜花
鎌田敦也 湯瀬陽ノ依 成田優月 佐々木陽向 児玉獅 菅原結虹
石山澄海 菅原龍心 木村來夢 竹村駿佑

風 紀 木村啓助 相馬愛聖 北郷仁寛 松本悠莉 畠山桜輝 澤野未来
髙橋唯冬 佐藤風空 竹村幸太 佐藤美桜稟 武田奏 春日美桜希
田中拓 酒井愛美 田畑晄清 田村愛美 小山瑞貴 冨樫佑萌 畠山由裕
谷地彩華 村山健太 近藤朋乃華 畠山駿 村上由依乃 成田典嶺
小根澪夏 後藤柊太郎 能登屋心 池内宗雅 菅原有紗 渡邊虎太郎
大川芹奈

ボランティア 岩沢歩武 大越逸平 小林愛梨 山田諒臥 菅原楓禾 田澤愛美
高杉琉愛 石木田美天 田山大樹 佐藤陽太 芳賀愛郎 菅原凛
滝口夢茉 和田春都 村井美紗妃 野呂知生

図 書 越後谷柊吾 安保太賀 佐々木美音 髙橋咲人 田中楓 佐藤康平
工藤麗司 佐藤翔斗 嵯峨煌也 石川律 奈須莉音 遠越麻琴
加賀谷由仁 齊藤蒼空 岩澤茉夢 田中ありさ 安保穂香

Ｐ Ｒ 兜森萌維 花田愛姫 阿部有晟 高橋翔也 石垣智大 津幡綾里
佐藤圭悟 杉江優雅 阿部星夏 長崎蓮 北林玖斗 今村百花 竹村唯花
佐々木結生 田畑陸斗 佐々木好花



美 化 佐藤怜志 山内華恋 佐竹柚葵 戸嶋梨愛 田中明日華 虻川もえ
小松海道 横山陽介 本多羽琉 吉野夢空 虻川詠斗 齊藤斗希哉
米沢誓芽 齊藤深月 佐藤夕萌 櫻田杏奈 渡部陽葉

保 健 櫻庭海咲 木村優輝 奥寺唯芽 平泉結衣 伊藤悠花 川口心 相馬秀斗
兜森陸央 畠山和心 髙桑凌太 上村勇貴 西村天羽琉 大坂谷清希
山本桜龍 村上芽衣 富樫連

給 食 若狹哩惟我 佐々木玲奈 佐々木茉緒 関口正拳 佐藤大雅 成田大
佐藤広季 長岡佑太 吹谷美空 佐藤優心 畠山歩斗 寺島蒼良
野呂響希 伊藤湊 長崎陸 兎澤悠月

体 育 三ヶ田優希 笹川駿太 虻川真梛斗 武田琉玖 成田祐輔 三浦子龍
草薙雷太 菅原幸亮 畠山一紗 熊谷廣ノ介 渡辺篤貴 佐々木あき
明石昂大 山本有悟 桜庭海聖 羽澤虎太朗

校外生活 船木蓮 千葉慶平 松村優吾 齋藤ゆい 伊藤尽 渡邊梨杏 野呂祐希
齋藤杏菜 浅利駿 渡邊結明 島内悠翔 畠山珀 長内胡桃 中村聖那
安部遥 近藤煌希

雪の結晶 濵松歩望 本城ひより 畠山羽唯人 櫻庭由奈 播磨芽衣美 伊藤壮寿
山内叶愛 船木颯人 美濃山美月 杉林波瑠 大前陽人 菅原双葉
荒谷叶 佐藤寿来弥 長崎天音 岩間幸 山内琉菜 伊藤奨真 長崎龍飛
山内颯來 小林大河 工藤大河 鈴木瑛怜奈 高谷颯人 兜森仁瑚
中嶋玲依菜

来週の予定

７日(月) ハチ公エンジェルス挨拶運動 10日(木) 安全指導(最終) ３年教科相談①
学校徴収金等口座振替日 生徒総会リハーサル(放課後)
2-６家庭科読み聞かせ授業 2-５家庭科読み聞かせ授業

８日(火) 新入生体験入学5･6校時 11日(金) 生徒総会 ３年教科相談②
拡大代議員会(放課後) １・２年教科相談①
桜楯館説明会 石塚章SC来校日13:00～17:00

９日(水) 避難訓練(不審者侵入想定) 12日(土) 全県秋季柔道大会(男鹿市総合体育館)
フッ化物洗口 湯沢市招待バレーボール大会
部活動休止期間開始～15日(火) （稲川中体育館）

県中学生ソフトテニス1年生大会
(ニプロハチ公ドーム)

学区内にお住まいの地域の方から、
ぜひ役立ててほしいと琴を三面寄贈し
ていただきました。音楽の授業で活用
していきたいと思います。ありがとう
ございました。



◎全県秋季剣道大会 １１月５日（土）県立武道館
男子団体出場 １回戦 山王と対戦 ２回戦 本荘北・横手明峰の勝者と対戦
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

◎全県秋季卓球大会 男鹿市総合体育館 １１月５日（土）女子団体・男子個人
１１月６日（日）男子団体・女子個人

男子団体 予選リーグＡ 大曲・大館一・秋田西
上位２チームが決勝トーナメント進出

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 水口滉大 瓜田龍信
女子団体 予選リーグＣ 大館一 美郷 横手南 飯島

上位２チームが決勝トーナメント進出
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 畠山真絢 長田日菜 小畑美々

☆第８５回秋田書道展
半紙１年 入賞三等 菅原七海 山口ゆり 半紙３年 入賞三等 藤原沙妃
条幅１年 褒状 山口ゆり 安部遥 条幅２年 入選 畠山和心

☆大館北秋陸上記録会 １０月２０日北鹿新聞社掲載
中学女子１００ｍＨ １位 日景歌 １９秒４１ ２位 今村百花 １９秒４４
中高一般１００ｍ ３位 濵松歩望 １３秒４１

☆第５１回世界連邦ポスター・作文コンクール
ポスターの部 奨励賞 佐々木玲奈

☆第９０回全国書画展覧会
書写の部 金賞 兜森萌維
画の部 銀賞 伊藤舞雪 滝口乃愛 銅賞 佐々木美音

家庭科では、今週から保育園児との交流学
習（１２月実施予定）に向けて、おはなしの

森の皆さんから教えてもらいながら絵本の読み聞かせに挑戦しています。保育園児たちを
楽しませようと一生懸命頑張っています。

ご協力をいただいている
おはなしの森の皆さん

櫻庭 淳子さん
遠藤 順子さん
長谷川真由美さん
池島 未和さん



１０月2７日（木）に第23３回鳳雛講座を行いました。講師は、タカハシ薬局豊町店
薬剤師の豊吉紀子さんが務めてくださいました。講座では、始めに豊吉さんのプロフィー
ルや、タカハシ薬局は豊吉さんの曾祖父（薬剤師認定は全国81番目）が昭和2年に開業
した歴史のある薬局であることなどを紹介していただきました。薬剤師の仕事は薬の提供
だけでなく、「市販薬や医療衛生用品の提供、情報提供」「医療用医薬品の提供・情報提
供、サポート」「在宅療養における訪問サポート」など様々な仕事を行っていることを分
かりやすく話してくださいました。将来薬剤師や医療関係の仕事に就きたいと考えている
生徒が多く、参加人数は今期一番でした。参加した生徒たちからの質問にも丁寧に答えて
くださり、有意義な学びの時間となりました。豊吉さん、ありがとうございました。

秋田県種苗交換会で行われた学校農園展において、本校８組の生徒たちの取組が最高賞
となる「最優秀賞・県知事賞・ＮＨＫ秋田放送局長賞」を２年連続で受賞しました。活動
のテーマは「雑草と戦い多収穫をめざす！！」を設定し、畑の土作りや畝立てから始め、
いろいろな野菜を世話しながら大切に育て、その収穫や販売までを頑張りました。受賞お
めでとうございます。

11月4日(金)の表彰式には、齋藤弘武さんと牧野花音さんが代表で参加しました！



１０月３０日(日)の授業参観、１･２年学年ＰＴＡ、３年高校入試説明会に多数の保護
者の皆さんに来校していただき、ありがとうございました。


