
長かった２学期も今日で終了しました。今学期も一中生は、合唱祭や結晶祭・一中祭な
どの学校行事、大北秋季総体や全県秋季大会などの各種大会、各作品展やコンクール等、
たくさんの経験を通して、大きく成長することができました。保護者の皆さんや地域の皆
さんからの温かいご支援とご協力に深く感謝いたします。
明日からは、２３日間の冬休みに入ります。１・２年生は、冬休みの課題と部活動との

両立を目指し、３年生は高校入試に向けた学習に一生懸命取り組む休みとなります。「冬
を制する者は受検を制す！」「冬の努力が春に花開く！」それぞれの目標に向かって頑張
ってほしいと思います。ご家庭でもお子さんへの励ましをお願いいたします。

終業式で「２学期の振り返りと冬休みの抱負」を学年代表として立派に発表しました！
１年 冨永 佳郁さん ２年 杉田 昂陽さん ３年 田中明日華さん

◎全日本アンサンブルコンテスト第45回秋田県大会県北地区予選北鹿大会
１２月１７日（土） 会場：北秋田市文化会館「ファルコン」

金管７重奏「スパークリング・ブラス」銀賞
斉藤 心優 菅原 詩音 渡部 響 幸田 愛菜 池島 春絵 酒井 愛美
田村 愛美

打楽器４重奏「彩雲」銀賞
吹谷 美空 浪岡 優 小松 咲月 兎澤 悠月

金管４重奏「時の翼」銅賞
根本 紗結 安達 琉七 畠山 果子 岩谷 真桜

クラリネット４重奏「クラリネット４重奏のためのチャルダッシュ」金賞（県大会出場）
佐々木愛舞 春日美桜希 長崎 天音 蛭田 望月

フルート３重奏「トリプルあいす」金賞
糸田 茉央 虻川 心愛 齊藤 深月

サキソフォン３重奏「アミューズメント・パーク組曲」金賞（県大会出場）
豊口 そら 豊吉 倖太 伊藤ことは
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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



冬休み・３学期の予定 ※予定が変更になる場合もあります。

12月 ５日(日) 部活動休止日
24日(土) 冬休みスタート～１／１５(日)まで ６日(月) ３年教科相談② 学校徴収金等口座振替日

26日(月) 未来おおだて子どもサミット2023 学校保健委員会(会議室)18:００～19:00

事前説明会(大中公)横山歩さん ７日(火) ３年教科相談③
27日(火) 市子どもサミット代表者会議② ８日(水) フッ化物洗口 部活動休養日

(比内総合支所) ３年一斉テスト③
横山歩さん・佐藤晶人さん参加 海外研修第3回学習会(大中公)

29日(木) 年末年始学校閉鎖～１／３(火)まで ９日(木) １・２年部活動休止期間開始～１５日(水)まで

1月 １・２教科相談①
４日(水) 部活動休養日 １次募集志願先変更～13日(月)正午まで
５日(木) 学校徴収金等口座振替日 10日(金) 石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00

県美術展展示(秋田市文化創造館)～9日(月)まで 市子どもサミット釜石市交流
６日(金) 市教職員実践発表会(午後) ～11日(土)横山歩さん参加
７日(土) 大館市剣道協会寒稽古会(大館桂桜高) 11日(土) 建国記念の日
８日(日) 大館地区楽器講習会(東中) 13日(月) １・２年教科相談②
９日(月) 成人の日 14日(火) １・２年教科相談③
10日(火) 未来おおだて子どもサミット２０２３ 15日(水) 職員会議 フッ化物洗口

～宇宙の旅(南種子町他)横山歩さん参加 ＰＴＡ文教部会④(図書室)18:00～
11日(水) 部活動休養日 職員会議 海外研修第4回学習会(大中公)

１体床調査・工事(１体使用不可)～１４日(土)まで 16日(木) １・２年一斉テスト③ 部活動休養日

12日(木) 課題提出日 ３年実力テスト⑦ ３年実力テスト⑧
14日(土) 県北総合硬式卓球選手権(タクミアリーナ) 17日(金) ＩＢ集会リハーサル(放課後)
15日(日) 部活動休止日 石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00
16日(月) ３学期始業式・学年集会 19日(日) 部活動休止日
18日(水) 部活動休養日 フッ化物洗口 20日(月) 第３回ＩＢ集会

一斉退校日 学校関係者評価委員・評議委員合同会議

19日(木) 新入生保護者説明会(大中公)17:00～ 22日(水) フッ化物洗口 部活動休養日
20日(金) 英語検定 漢字検定 第５回海外研修学習会(大中公)

石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 23日(木) 天皇誕生日
ＰＴＡ文教部会③(図書室)18:00～ 24日(金) 石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00

21日(土) アンサンブルコンテスト秋田県大会 26日(日) 六市四郡剣道大会(能代市総合体育館)
能代市総合体育大会卓球競技大会(能代 市芸術文化栄光賞授与式10:00～
市総合体育館) (新春の集い プラザの杉の子)

22日(日) 英語検定一次試験会場(本校) 3月
大北柔道交流大会(武道場) １日(水) フッ化物洗口 部活動休養日

23日(月) ３年テスト範囲表配付 専門委員会④(後期最終)
24日(火) 第235回鳳雛講座 熊谷一さん ３日(金) 全校音楽①(６校時)

農業普及指導員 石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00
25日(水) 第5回指定訪問授業研究会 ５日(日) 部活動休止日

（２－６数学 １－４理科） ６日(月) ３年入試頑張ろう集会(２体)６校時
フッ化物洗口 部活動休養日 ７日(火) １次募集学力検査等実施日
海外研修第2回学習会(上公) １・２年実力テスト ３年生を送る会練習(６校時)

26日(木) １・２年テスト範囲表配付 ８日(水) フッ化物洗口 部活動休養日
27日(金) 専門委員会③16:15～ 全校音楽②(６校時) 年度末大掃除

２年薬物乱用防止教室 海外研修説明会②学習会⑥(上公)
石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 ９日(木) 全校式練習(４校時)

2月 ３年生を送る会(５・６校時)
１日(水) フッ化物洗口 部活動休養日 10日(金) １次募集追検査実施日
２日(木) １次募集出願～７日(火)正午まで ３年同窓会入会式(１校時) 卒業式予行(３・４校時)
３日(金) ３年教科相談① 卒業式会場準備 部活動休止日

石塚章ＳＣ来校日13:00～17:00 鶏めし給食・講話(放送)



3月
11日(土) 第76回卒業式 部活動休止日 21日(火) 春分の日 春休み開始～4/5(水)まで
13日(月) 振替休業日(3/11分) 22日(水) ２次募集面接等実施日
14日(火) 部活動休養日 部活動休養日
15日(水) １次募集合格者発表13:00～16:00 23日(木) ＰＴＡ会計監査17:00～ 職員会議
16日(木) 進路集会(６校時) 24日(金) ２次募集合格者発表
17日(金) １次募集追々検査実施日 25日(土) 全国中学選抜卓球大会

２次募集出願～18日(土)11:00まで (宮城県利府町 セキスイハイムスーパーアリーナ)～26日(日)
19日(日) 部活動休止日 28日(火) 離任式 部活動休止日
20日(月) 修了式 部活動休止日 29日(水) 部活動休養日

市中学生海外研修(ニュージーランド) 30日(木) 新２・３年学級発表

～28日(火)まで 石戸谷環さん 鎌田敦也さん

◎運動部活動や大会に関するアンケートへのご協力をお願いします
スポーツ庁より、中学生のスポーツ環境をよりよいものにするという目的から、

運動部活動の活動内容や大会に対する中学生のニーズを把握するため、アンケート
調査への協力（任意）の依頼がありました。本日、別紙案内を配付しておりますの
で詳細はそちらでご確認ください。１月１８日（水）までの期間内に中学生自身が
スマートフォンやＰＣで回答するものです。可能な範囲でご協力ください。

◎「書き損じはがき」拠出運動へのご協力をお願いいたします（再掲）
県内各郡市ＰＴＡ連合会の財政基盤の強化を図り、諸活動を通して子どもたちへ

還元する目的で毎年行われている運動です。今年度もどうかご協力ください。

収集するはがき ①書き損じはがき（年賀はがき・普通のはがき）
②古い未使用のはがき

お子さんを通じて、１月３０日（月）まで各学級担任にお届けください。

◎中高生交流会「まんまるcafe」開催について 各自で申込 先着２５名まで
１２月２７日（火）１３：４５～１５：３５ 会場：上川沿公民館
別紙案内を１９日に配付していますのでご確認ください。

ボランティア委員会が全校に呼びかけて、４，０５９円の募金が集ま
りました。大館市社会福祉協議会へ届けさせていただきました。ご協力
ありがとうございました。

教師を目指す高校生７名が担当教員の指導の下に、
実際に授業の一部分（１０分程度）を進める体験です。
２０日（火）・２１日（水）の２日間で行いました。

大館鳳鳴高校２年生
伊藤慎太朗さん 小畑 颯真さん 大里 良輔さん
石戸谷海人さん 三上琥太郎さん 小畑友衣子さん
大館国際情報学院高校２年生
佐藤 佑飛さん



２０日（火）の講師は、ＡＮＡグラウンドスタッフの小尾由布子さん（昨年4月から大
館市地域おこし協力隊員）が務めてくださいました。ANAグループがどのような事業を
手がけているのかや、VTRを交えて空港の仕事について説明してくださいました。小尾
さんが実際に行っていた仕事は、グラウンドスタッフとエアポートマネジメントスタッフ
という業務でしたが、業務内容の説明はもちろん、講話からその仕事に誇りと責任をもっ
て働いているということが伝わってきました。講話の後半には、「ＡＮＡを就職先に選ん
だ理由」や「学生時代に取り組んできたこと」、「１５年以上この仕事を続けている理由」
なども熱く語ってくださいました。最後には生徒たちが積極的に質問をしたり、感想を述
べたりする姿も見られ、有意義な学びの時間となりました。

【小尾由布子さんのプロフィール】
○秋田市出身 神奈川県川崎市育ち 神奈川大学外国語学部中国語学科卒業
○羽田・成田・関西・北京の４空港で勤務
○４２都道府県、２５の国や地域を旅行
○現在は大館能代空港の利用促進イベントの企画・運営に携わっています。
【講話から】 ※一部抜粋
○グラウンドスタッフの仕事とは…
①カウンター業務 ②搭乗口業務 ③到着業務 ④コントローラー業務

○エアポートマネージメントスタッフの仕事とは…
「空港で飛行機の運行を支えるまとめ役」
グラウンドスタッフも含めて全ての部署に連絡・指示を出す。時には機長と連絡を
取り合うことも。
①運行支援 ②駐機場の整理 ③作業工程管理 ④飛行機の重量及び重心位置の管理
⑤全体統括

○一中生に向けたエール
自分の好きなことを一生懸命やること。いろいろなことにチャレンジしてほしい。

○グランドスタッフとして心がけていることは？
第一印象が大事。お客様の話を聞くことが第一。口角を上げて笑顔をつくる。

○１機の飛行機を飛ばすためにたくさんの人が関わっている。安全で快適な空の旅を
大勢のスタッフでつくり出している。そこに携わることができていることにやりがい
を感じている。



一中生スナップ！～第234回鳳雛講座より～

美術部１年の山内琉菜さんの作品が、秋田県の審査で
推薦され、全国コンクールに出品されました。おめでとう
ございます。

「消防秋田」という機関誌に掲載された記事より



一中生スナップ！～教師ミニミニ体験より～

緊張した面持ちで生徒たちと向き合いながら、一生懸命頑張った高校生たち！

一中生スナップ！～ＪＡ共済秋田県小中学生交通安全ポスターコンクール賞状伝達In校長室～

中学２年の部 銅賞の賞状を授与された齋藤竜空さん！


