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大仙市立 西仙北中学校
学校通信

平成２６年８月26日
No.16(９月１日号地域ダ
イジェスト版を兼ねます。)

前期後半はじまる

各地で集中豪雨による被害をもたらしたこの夏

休みではありましたが，本校生徒については，全

県少年野球大会の応援に始まり，駅伝練習，学習

相談，各部活動，サマーリーグ等で思う存分，頭

と身体を働かせました。おかげさまで大きな事故

もなく，８月２５日には，元気な姿を見せてくれ

ました。１・２年生主役の新人総体並びに前期最

大の行事「立志祭」に向けて，全校生徒が心を一

つに奮闘したいと思いますので，地域の皆様のご

支援ご協力を今後ともよろしくお願いいたします。

新人戦組合せ決まる

８月22日(金)に大曲中学校で，新人戦の抽選会

がありましたので結果をお知らせします。

◎ 第６6回大曲仙北中学校秋季野球角館大会

※Ｓ：西明寺球場 Ｏ：落合球場 Ｋ：角館中球場

※ 第1日目(9/13)は１回戦，第２日目(9/14)
は２回戦，準決勝，第３日目(9/15)は決勝。
準決勝は前試合終了60分後に行う。

１日目 ２日目 ３日目
１ 中仙

Ｓ10:00
２ 太田

Ｏ9:00
３ 大曲西

Ｓ12:00
４ 仙北

Ｏ
５ 美郷

Ｓ14:00
６ 西仙北

Ｏ11:00
７ 平和

Ｏ13:30
８ 神代

Ｏ9:30
９ 協和

Ｏ9:30
10 神代

Ｓ9:00
11 豊成

Ｏ11:30
12 桧木内西明寺

Ｓ
13 大曲

Ｋ10:00
14 南外

Ｓ11:00
15 生保内

Ｋ12:00
16 大曲南

◎ バスケットボール(男子)

13日～14日 美郷中体育館

第１日目 予選リーグ

08:50 美郷－西仙北

12:20 西仙北－大曲

第２日目 決勝リーグ，シード決定リーグ

◎ ソフトテニス

13日～14日 大仙市営テニスコート

女子団体戦 予選リーグ 西仙北－南外

西仙北－協和

個人戦

◎ 卓球(男子)

13日～14日 美郷総合体育館(リリオス)

団体戦Ｂブロック

大曲，大曲西，神代，美郷，桧木内，西仙北

個人戦

◎ バレーボール

13日～14日 サンスポーツランド協和体育館

第1日目 １回戦 第２日目 ２回戦から決勝まで

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄゾーンから予選リーグ，決勝ト

ーナメント Ｄゾーン：角館，西仙北，仙北

１日目 11:40 角館－西仙北

２日目 10:30 西仙北－仙北

◎ バドミントン

13日 大曲体育館

団体戦 男子 西仙北，美郷，大曲でリーグ戦

女子 西仙北，大曲，平和，美郷でリ

ーグ戦

個人戦 団体戦後

◎ 剣道(スポ少）

13日 大曲中体育館

団体戦(他校と合同），個人戦

今回は，三日間開催が野球，二日間開催がバス

ケットボール，バレーボール，卓球，ソフトテニ

ス，一日開催がバドミントン，剣道です。地域の

皆様の応援をよろしくお願いいたします。

立志祭「大いなる秋田」合唱参加者募集

今年も10月5日(日)に立志祭が予定され，フィ

ナーレとして「大いなる秋田」の全校合唱を行い

ます。例年，地域の方々から応援をいただいてお

りますが，今年も合唱参加者の募集をします。9

月29日10時半からパート練習を行いますので，

ご希望の方は次の担当まで連絡ください。楽譜を

お渡しします。

担当 藤澤 電話75-1108(西仙北中学校)

沖縄修学旅行感想作文 新聞に掲載

秋田さきがけ新聞「Ｖｏｉｃｅ」に本校の生徒

作文が掲載されました。紹介します。

＜平成２６年８月１３日秋田さきがけ新聞から＞

大仙市の西仙北中学校の3年生が、修学旅行で
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訪れた沖縄県で感じたことや考えたことをまとめ
ました。西仙北中3年①（大仙市）

住民の多くが戦争の犠牲に
三浦直樹さん

沖縄戦では，多くの住民がガマ（洞穴）に
避難した。たくさんのガマの中で僕たちは「轟
（とどろき）の壕（ごう）」というガマに入っ
た。中は真っ暗で懐中電灯がなければ何も見
えないほどだった。
このガマの中には600人ほどの住民がいた

と聞いた。住民たちは持てる限りの食料を持
ってガマの中に入ったが、なくなっても外に
取りに行けず餓死する人がたくさんいたとい
う。兵士より住民の方が死者が多かったとい
う話を聞いてとても悲しくなった。もう二度
と戦争を起こしてはならないと思った。

不自由ない現代 あらためて感謝
嵯峨千優さん

防空壕だったガマの中は、想像していたよ
りも暗く、狭く、頭の上から絶えず水が落ち
てきた。こんな環境の悪いところに身を隠さ
なくてはならなかったのだと思うと、あらた
めて戦争はひどいものだと感じた。
ガマの中では多くの子どもたちが食べ物が

なく、死んでいった。子どもたちもかわいそ
うだが、それを見ていたお母さんたちもとて
もつらかったことだろう。
今は食べ物も十分にあるし、困ることもな

い。戦争の話を聞いて、今の生活がどんなに
ありがたいものかあらためて分かった。

昨年，１０月中旬に，沖縄県糸満市の中学１・
２年生１６名が「学びの体験事業」で西仙北中学
校に来校し，本校生徒たちと３日間，授業や部活
動をして秋田県の生活を一緒に行いました。それ
が縁で，その半年後，今度は本校の生徒が沖縄を
訪れ，糸満市の中学２年生と再会しました。今年
の２年生も３月に糸満市に修学旅行で行き，再会
を果たす予定です。
なお，作文は５回にわたり掲載されました。続

きは次号で紹介します。

夏季休業中の各種大会から

◎ 第８０回記念全県少年野球大会 第６３回秋
田県中学校総合体育大会(7/25,26)
１回戦 西仙北○６－１●田代
２回戦 西仙北●１－４○稲川

◎ 大仙オープン卓球大会(8/9)
・中学校2年の部 星宮朋貴さん 3位
４回戦 星宮○3－1●山田（角館）
準決勝 星宮●2－3○須藤（大曲南）

◎ 野球サマーリーグ 第三地区 ４位(8/9)
西仙北●0－2○南外，西仙北●2－3Ｘ○協和

◎ 全日本吹奏楽コンクール 第５６回秋田県大
会 ３年連続 金賞 (8/10)
本校吹奏楽部は，小編成の部で22番目(全部で

30校)の登場となり，見事金賞を受賞しました。

金賞受賞は，開校以来３年連続となりました。東
北代表は逃したものの，３年続けて金賞を受賞し
たことは大変素晴らしいことだと思います。
今年の曲目は，次のとおりです。

バレエ音楽「三角帽子」より
代官の踊り 終幕の踊り
Ｍ．ファリャ 作曲 藤澤和弘 編曲

この曲は，昨年も違う場面を演奏しており，２
年続けてＭ．ファリャの三角帽子を演奏しました。
各校の演奏が，さすが県大会，という甲乙つけ

がたい中で，本校は，演奏の出だしがかちっと静
かに始まり，それまでの他の団体とは異なる音楽
を奏でておりました。フルートからオーボエ，ク
ラリネット，サックスへと続く音の連鎖も，前日
までドンパルで猛練習した成果が出ておりました。
また，トランペットをはじめとする金管が木管を
支える形で，調和していました。後半になると，
激しく動くパーカッションが，担当楽器の間をめ
まぐるしく移動するのですが，それが自然にうつ
り，音楽の中で一体化しておりました。
◎ 羽後中学校招待野球大会 準優勝(8/23)
４校トーナメント（羽後，岩城，増田，西仙北）

・準決勝 西仙北○１－０●増田
(スペシャルサヨナラ勝ち)

・決 勝 西仙北●５―６Ｘ○岩城
◎ 平和中学校招待野球大会 準優勝(8/24)

４校トーナメント（平和，大曲西，太田，西
仙北）

・準決勝 西仙北○１０Ｘ－９●大曲西
（スペシャルサヨナラ勝ち）

・決 勝 西仙北●１－４○太田

の行事
(○印は学年)

01(月)３年田沢湖一周ラリー～2日
02(火)１年職場体験
03(水)生徒研修会(佐々木光さん③，小松悠愛さ
ん②:田沢湖スポーツセンター)

04(木)中学生サミット(阿部真己さん②，金子雄
大さん②）

06(土)西仙北中学校招待野球大会
08(月)３年実力テスト
09(火)立志祭係決め
11(木)新人総体壮行会，英語暗唱弁論大会(佐々
木萌李さん③，大塚美優さん③)

13(土)新人総体~15日
15(月)敬老の日
16(火)２Ｂ調理実習，職員会議
17(水)２Ａ調理実習
19(金)前期期末テスト，学校祭係別打合せ
21(日)全県駅伝競走大会
22(月)立志祭テーマ集会，朝のあいさつ運動～30日
24(水)特設学活(駅伝・マラソン・なべっこ)
28(日)ＰＴＡ親子早朝草刈り，市町村対抗駅伝大

会(佐々木航平さん③，杉山剛教諭)
29(月)大曲仙北理科研究発表会(大曲中)


