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大仙市立 西仙北中学校
学校通信
平成２６年11月1日
地域ダイジェスト版
(No.20～24)

例年よりも早い紅葉の美しさに感動しながら，
毎朝通勤しています。今回は学校報20号から24
号まで，前期後半から後期二週目までの学校生活
を中心にお届けいたします。

第６５回秋田県統計グラフコンクール
入選，努力賞

先日行われた第６５回秋田県統計グラフコンク
ールのパソコン統計グラフの部で，本校パソコン
＆クリエイト部が出品した作品が入選１，努力賞
２の栄誉に輝きました。入選については，表彰式
が１０月３０日にありました。

◎ パソコン統計グラフの部
・入選
「The second Olympic in Toukyo」
１年生 菅原美咲さん，伊藤雪音さん，佐藤亜

美さん，池田水葵さん
・努力賞
「～知ってる？携帯＆スマホの功罪～」
２年生 伊藤えみりさん，黒川龍斗さん，小山

田光さん，斎藤恵さん
「生徒と保護者に聞く 消費税，増税！」
２年生 小松悠愛さん，嵯峨麗夏さん，髙橋実

桜さん，佐藤亜美さん

秋のあいさつ運動 小中連携

秋のあいさつ運動並びに交通安全週間の見守り
が，ＰＴＡ校外指導部の皆さんと一緒に９月22日
～30日まで行われました。
今回は，小学校の玄関に中学１年生が立ち，中

学校の駐車場に小学校５年生が立ってあいさつを
行いました。
また，ＪＲＣの「学級対抗 空き缶回収」が行

われ，家からアルミ缶がたくさん入った大きな袋
を持ってきてくれた生徒が多数いました。
地域の方々にお願いです。学校の玄関前に白い

コンテナを置いてありますので，その中にアルミ
缶を直接入れてくださるようお願いいたします。
なお，今回，ＪＲＣでは，各家庭へアルミ缶回収
のために訪問の予定です。その際も，ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

全県駅伝大会 男子12位

9月21日(日)，秋田県営陸上競技場周回コース
で行われた標記大会で，本校男子は１２位となり
ました。全県から３６チームが出場する中で，立
派な成績を収めることができました。
１区から６区までの詳細についてお伝えします。

区間 選手 距離 区間タイム （区間順位）
通過順位の順。
1区 朝田麟太郎 3.1km 10分00秒 (18) 18

2区 佐々木航平 3.0km 09分47秒 (12) 13
3区 佐藤竜也 3.0km 10分10秒 (14) 13
4区 佐藤魁 3.0km 10分11秒 (13) 14
5区 田口輝 3.0km 10分11秒 (07) 13
6区 佐々木悠哉 3.0km 10分14秒 (11) 12
合計 １時間３３秒

駅伝は各区間の選手が，普段の力をどれだけ出
し切って自分のたすきを次の人につないでいくか，
ここが一番難しいところです。体調が悪かったり
すると，そこだけがブレーキとなり，全体として
ベストタイムから遠くなります。
今回は，一区の朝田が，自己ベストに近い記録

を出し，花の一区，プレッシャーのかかる一区を
見事に団子状態で２区のエース佐々木(航)につな
ぐことができました。佐々木は，あっという間の
５人抜き。３区の佐藤(竜)も順位を維持し，４区
の佐藤(魁)が順位を一つ落としたものの，タイム
的にはベストであり，前の人との差も少なかった
です。この４人の思いを２年生田口が一人抜き，
そして最終ランナー佐々木(悠)も一人抜いて１２
位でのゴールとなりました。
この結果は，この日走らなかった人，そして田

沢湖駅伝まで一緒に練習してくれたたくさんの生
徒（男子・女子）のチームワークの賜（たまもの）
だと思います。
本校の全県駅伝大会開校以来の記録は次のとお

りとなっています。先輩の記録を超え，さらに後
輩が今年の記録を塗り替えることを期待します。

平成２４年度 男子16位，女子18位
平成２５年度 女子10位
平成２６年度 男子12位

駅伝部の皆さん，７月下旬から本当にお疲れ様
でした。そして常に感動を与えてくれた「チーム
西仙」に感謝申し上げます。

家庭学習時間調査まとまる

第１回家庭学習時間調査(9月11日～24日)が次
のようにまとまりましたのでお知らせします。

１年生 平均 087.9分／1日
２年生 平均 111.9分／１日
３年生 平均 112.3分／1日

本校では，１日の学習時間を，１年生が80分以
上，２年生が90分以上，３年生が100分以上を
目安としています。第２回は，冬季になりますの
で例年増加傾向にあります。生徒の皆さんには，
時間も大事ですが，家庭学習の内容についても，
一人一人が充実するよう，学級担任・教科担任の
先生と相談をしてみましょう。

第49回大曲仙北児童生徒理科研究発表会
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最優秀賞 受賞

9月29日(月)に大曲中学校で，標記発表会が開
催されました。本校からは科学部32名が参加し，
６本の研究を提案発表しました。その中の一つが
昨年からの継続研究で，最優秀賞を受賞しました。
それに伴い，秋田市で11月15日(土)に開催され
る県大会への出場権を得ました。
全校生徒の前での発表は，立志祭です。どんな

発表だったのか，楽しみです。
賞と研究題，メンバーを紹介します。

◎ 最優秀賞(県大会出場)
「過冷却水でできる氷筍の形や高さの条件 Part２」
田口皐さん，齊藤法樹さん，田口あみさん，

小田嶋涼人さん，後藤優貴さん，加藤雄平さん，
佐藤太陽さん（３年生）

○ 優秀賞
「鯉のぼりが絡まるのはなぜか？」
鳥羽雄大さん，加藤幹久さん，佐々木光真さ

ん，三浦開都さん，佐藤広大さん，鈴木隼さん，
鈴木悠貴さん，渡辺絢斗さん(３年生)

○ 優秀賞
「色落ちしにくい天然染料を探る」
佐藤汰一さん，田村夢貴子さん(２年生)

伊藤未希さん，佐藤幸助さん，福田龍平さん(１
年生)

○ 優秀賞
「鉄がさびやすい条件とは？」
伊藤和稀さん，佐藤拓真さん(２年生)

佐藤寛汰さん，佐藤寛人さん，菅原翔哉さん，
田村紬寧さん，鈴木紫苑さん(１年生)

○ 優秀賞
「人口竜巻を発生させるには？」
阿部真己さん，石神佑将さん（２年生）

外山滉さん，田口慧さん，田村萌々花さん(１年生)

秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！

9月28日(日)
秋田市で行われ
た標記大会で，
本校の佐々木航
平さんは，３区
を走り，見事に
６位でたすきを
つなげました。５区では，本校教諭杉山剛先生も
力走しました。
順位よりも，この市町村対抗駅伝が内館牧子さ

んの提案で，始まったことが有意義なことだと思
います。来年は横手市が会場です。再度，西仙北
中学校から選手が出場できることを期待します。
お二人ともお疲れ様でした。

PTA早朝草刈り 保護者の皆さん，
生徒の皆さん ありがとうございました！

9月28日(日)6時半より，恒例になりました「Ｐ
ＴＡ早朝草刈り作業」を保護者の皆さん，生徒・
職員と一緒に行いました。

ぼうぼうに生えていた草もすっかり刈られて，
生徒会長のあいさつに
ありましたが，これで
「立志祭」を清々しい
気持ちで迎えることが
できます。
秋田県一広い敷地の

除草，これが本校関係
者の一致団結のとてもよい機会に
なっているのかもしれません。
お客様を迎える準備ができました。
ＰＴＡ環境部の皆さんを先頭に，保護者の皆さ

ん，本当にありがとうございました。

立志祭2014
ポスター完成

立志祭テーマ集会で紹
介されたように，今年度
のポスターは昨年度と同
様，３年生の佐々木萌さ
んが作成してくれました。
この大胆な構図と本職の
ようなデザイン画，圧倒
されてしまいます。なお，
萌さんは，この他にも３部くらい別の内容のポス
ターを制作したそうです。是非，全編見てみたい
です。

2014立志祭 西仙world
～はじまる伝説 from our stage～
立志祭では、たくさ

んの皆さんにお越しい
ただきましてありがと
うございました。生徒
たちの心に残るすばら
しい１日となりまし
た。

駅伝・マラソン＆ なべっこ会

前期最後にふさわしい，見事に晴れ上がった天
気の中で，標記行事を行いました。それぞれの結
果をお知らせします。
◎ 男女マラソン（入賞者各学年３位まで）
＜男子＞ ＜３年＞ ＜２年＞ ＜１年＞
1位 佐藤麻美さん 野中斗亜さん 進藤湧太さん
２位 藤林奏羽さん 瓜生 拓さん 堀江駿太さん
３位 佐藤佳祐さん 佐藤汰一さん 小松彩世さん
＜女子＞＜３年＞ ＜２年＞ ＜１年＞
１位 佐々木玲奈さん 田村美伊さん 大上萌花さん
２位 小笠原未久さん 京極優香さん 田口咲葵さん
３位 杉本 楓さん 正木夏帆さん 佐々木愛文さん

◎ 駅伝大会 １０区間 ７チーム対抗
1位-２Ａ ２位-２Ｂ ３位-３Ａ ４位-１Ｂ
５位-３Ｂ ６位-３Ｃ ７位-１Ａ

＜区間賞(各区１位のみ)＞

西中から引き継がれて

いる｢ Nishisen ソーラン｣
がオープニングを飾り，

東中から引き継がれて

いる｢大いなる秋田｣が

エンディングを締める。
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１区-朝田麟太郎さん(3B) ６区-佐藤愛美さん(1B)

２区-髙橋奏子さん(2B) ７区-本間紗斗さん(3A)

３区-佐々木航平さん(3C) ８区-佐藤 魁さん(3C)

４区-斎藤菜摘さん(2A) ９区-加藤みなみさん(1B)

５区-佐藤竜也さん(3B) １０区-鈴木秀人さん(3B)

ひまわり撤去
毎日，私たちを見守っ

てくれているひまわりを，
昨日撤去しました。来年
の春まで冬眠に入ります。
お休みなさい…。

前期終了

10月10日(金)に前期が終了しました。終業式
では，３人の代表生徒（１年Ｂ組加藤みなみさん，
２年Ｂ組佐藤萌さん，３年Ｂ組朝田麟太郎さん）
から発表がありました。それぞれに，前期で自分
がどのような充実した学校生活を送ったか，発表
してくれました。
校長式辞は，前期を振り返って，生徒の奮闘に

ついてお話しました。

後期始まる

10月16日(木)，後期始業式がありました。は
じめに，３名の学年代表から次の「前期の振り返
りと後期のめあて」と題して,1年Ａ組田村紬寧さ
ん，２年Ａ組田口輝さん，３年Ｃ組佐々木航平さ
んから発表がありました。
校長式辞は読み聞かせと称して，筋ジストロフ

ィーで，人生を踏ん張っている方のお話でした。

黒森山健康マラソン大会

10月13日(月)体育の日に，標記大会が開催さ

れました。入賞した３位までの選手を紹介します。
距離は男女とも３ km です。順位，氏名，学年，
タイムの順です。
◇男子
１位 田口 輝 (2) 9分21秒

２位 髙橋大晴 (2) 9分45秒
３位 髙橋和博 (2) 9分51秒

◇女子
１位 斎藤菜摘 (2) 10分36秒

２位 髙橋奏子 (2) 10分59秒
３位 田村未羽 (2) 11分16秒

第４５回全県中学校ソフトテニス八郎潟大会兼
第２８回ヨネックス杯全県中学校ソフトテニス大会 ６位

10月13日(月)，標記大会が八郎潟で開催され

ました。昨年度優勝して，優勝旗を返還した女子
ソフトテニス部は６位でした。結果をお知らせし
ます。

◎ 予選リーグ ２位
西仙北○２－１●森吉

西仙北●１－２○秋田大学附属
◎ 決勝トーナメント

１回戦 西仙北○２－１●東雲

２回戦 西仙北●０－２○秋田東

美郷町新人駅伝競走大会
女子準優勝，男子５位

10月15日(水)に美郷中学校の周回コースで開

催された標記大会で，本校は女子準優勝，男子５
位のともに入賞というすばらしい成績でした。

特に，女子の斎藤菜摘さんは収納伝達の会で次
のように話してくれました。
「田沢湖駅伝大会の悔しい思いを晴らすことがで

きた。この栄光は，田沢湖駅伝に向かって，夏の
練習で私たち下級生を引っ張ってくれた3年生の

佐々木聖南さん，マネージャーの長谷川華鈴さん
の力だと思っています。ありがとうございました。」
詳細をお伝えします。

◎ 第10回美郷町中学校新人駅伝競走大会 ５位
区間・氏名・学年・タイム・全体順位・区間

順位の順です。男子は全て2.9kmです。
１区 田口輝 (2) 09分32秒 ５・５

２区 佐藤尚哉 (2) 10分01秒 5・８
３区 髙橋大晴 (2) 10分06秒 ４・４
４区 髙橋和博 (2) 10分20秒 ４・５

５区 斎藤綱介 (2) 10分48秒 ４・８
６区 豊巻辰也 (2) 10分34秒 ５・８

合計 １時間1分16秒
◎ 第７回美郷町中学校新人女子駅伝競走大会

準優勝
女子の距離は，１区が2.9km，他は1.9km で

す。男子と同じ順序でお知らせします。

１区 斎藤菜摘 (2) 10分41秒 ４・４
２区 加藤みなみ(1) 06分34秒 ３・２

３区 佐藤愛美 (1) 07分01秒 ２・４
４区 髙橋奏子 (2) 07分10秒 ２・４

５区 京極綾香 (1) 06分56秒 ２・４
合計 38分56秒

感動の合唱コンクール

10月23日(木)，大仙市協和市民センター「和
ピア」を会場に本年度の合唱コンクールが文化委
員会の計画で開催されました。
２Ａからスタートした本番合唱。会場はそれま

で少しざわついていましたが，静寂の中で，生徒
たちの歌声がホールに響きました。その響きは私
たちの心までも揺るがしました。最後の３Ｂが終
わると，感動で私の涙腺は我慢できなくぼろぼろ
と涙が落ちてきました。
全員に最優秀賞をあげたいほどの合唱でした。

皆さん感動をありがとうございました
結果をお知らせします。

☆最優秀賞 ３年Ｂ組
☆優秀賞 ３年Ａ組，３年Ｃ組，２年Ｂ組
☆優良賞 ２年Ａ組，１年Ａ組，１年Ｂ組

☆指揮者賞 １年 吉川海成さん
２年 瓜生拓さん
３年 田口皐さん

☆伴奏者賞 １年 井上紗喜乃さん
２年 鈴木花歩さん
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３年 嵯峨千優さん
☆優秀ソリスト賞(3年生のみ)

池田百花さん(ソプラノ)
大塚美優さん(ソプラノ)
佐々木光さん(テノール)
阿部和樹さん(バス)

非核平和都市宣言事業 市民平和の集い

10月23日(木)，大
曲市民会館小ホール
にて，標記大会が開
催されました。合唱
コンクールが終わっ
てから，本校の２年
生は，和ピアで昼食
を取り，そのままバ
スで大曲市民会館に
向かいました。 本校からは，阿部真己さんと田
口輝さんが，7月下旬に広島へのスタディーツア
ーに出かけました。二人の発表は，中仙中学校の
２名と一緒の発表で，原子爆弾や，なぜ広島に原
爆が落とされたかを，詳細に調べた専門的な発表
でした。
発表の後は，安田菜津紀さん(スタディオアフタ

モード所属フォトジャーナリスト)の講演「世界の
現実を伝える～フォトジャーナリストから見た平
和とは～」を全員で聞きました。内容は，自分の
今までの生活や家庭環境について，そして，カン
ボジアで取材した内容についてでした。とても印
象に残るお話でした。

選挙ポスター 生徒会役員改選

生徒会執行部の役員改
選の時期となりました。
１・２年生の新しい立候
補者のポスターが校内の
２か所に掲示されていま
す。
来週の29日(火)に生徒

会役員選挙立会演説会が
開催され，その後投票となります。
本校を訪問されるお客様は，このポスターが本

物の選挙用ではないかと見間違うほど立派にでき

ている，とお話されました。だれが新生徒会を牽

引していくのか？役員改選選挙が待ち遠しいです。

大塚美優さん（３年生）のデザイン画が電
気自動車のロゴになりました

平成24年11月に，

本校の当時１年生であ

った大塚美優さんが，

大仙市長より「大仙市

環境家族宣言 認定

証」を送られました。

そのデザイン画が，このたび，大仙市の電気自動

車のロゴとして利用されることになり，先日学校

訪問してくれた電気自動車に描かれていました。

地球を素材にしたかわいらしいマスコットが電気

自動車の両側に描かれていました。この自動車を

見るたびに，大塚美優さんが思い起こされます。

市街で電気自動車に遭遇したら皆さんも是非ご覧

になってください。

◎ 第５１回 秋田県中学校秋季ソフトテニス大会

10月18日(土)大館市高舘テニスコート

・個人戦

１回戦

田村美伊・齋藤巴瑠圭組○４ー３●鳥海

２回戦

田村美伊・齋藤巴瑠圭組●２－４○八郎潟

アルミ缶回収 ありがとうございました

学校祭（立志祭）前に学級対抗で行ったアルミ

缶回収の収益金額が出ました。

２５，０５６円 となりました。これは，コン

テナがあふれるくらいのアルミ缶で埋まった成果

です。地域の方々のご協力もありました。本当に

ありがとうございました。

コンテナは，いつも生徒玄関前に置いてありま

すので，学校にお出での際は，アルミ缶を入れて

くだされば幸いです。今後ともよろしくお願いい

たします。

なお，収益金は生徒会特別会計に入れ，活動資

金といたします。
◎ 第６０回青少年読書感想文全国コンクール(大
曲仙北審査）
・読書課題 二席 ２年 嵯峨麗夏さん
・自由読書 三席 ３年 佐々木萌さん

の行事

01(土)あきた教育の日，漢字検定②

02(日)吹奏楽部定期演奏会(西仙北中央公民館)午後2時～

03(月)文化の日，国文祭閉会式

04(火)冬季スクールバス運行開始

05(水)小中音楽祭(大曲市民会館)

06(木)生徒会・学級役員認証式，３Ｃ保育実習

専門委員会，大仙っ子読書の日

07(金)２年生自主研修(盛岡)，３年生入試説明会

08(土)全県秋季バドミントン大会(リリオス)～9日

10(月)中央委員会

11(火)３年実力テスト⑤

12(水)秋田県ガン予防授業(３年生5・6校時)

14(金)美術校内授業研究会

15(土)全県秋季卓球大会(県立体育館)～16日

全県理科研究発表会(秋田大学)，全県秋季

テニス１年生大会(大館樹海ドーム)

18(火)英語・理科校内授業研究会

20(木)職員会議

21(金)特別支援ボランティア・進路体験学習(市

民会館)

22(土)草彅杯バレーボール大会(ふれあい体育館)～23日

23(日)勤労感謝の日，土川公民館まつり(吹奏楽

部出演)

24(月)振替休日

26(水)国語・数学校内授業研究会，月曜日課


