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大仙市立 西仙北中学校
学校通信

平成26年６月１日
地域版ダイジェスト
(No.3～No.7)

ＰＴＡ授業参観，総会

４月23日（水）にＰＴＡ授業参観並びに総会，

学年部会が開催されました。総会には１３０名（保

護者＋教職員）の参加でした。授業参観は，140

名ほどでした。

授業参観では，

お父さん，お母

さんにお手伝い

してもらった学

級の授業もあり

ました。本校で

は，今年度から

「保護者による学習参加」を計画しておりますの

で，ＰＴＡ授業参観の際は，保護者の皆様のご協

力をよろしくお願いいたします。

事業報告，決算報告，監査報告があり，役員改

選で次の方々がＰＴＡ正副会長となりました。

会 長 佐々木一弘さん （３Ａ聖南さん）

副会長 堀江 正浩さん （３Ｂ香那さん）

副会長 柳葉 敏郎さん （３Ｂさくらさん）

副会長 後藤 康文さん （２Ａ和希さん）

副会長 佐藤 心一 （校長）

なお，司会である昨年度のＰＴＡ会長大沼さん

より，規約には，校長を入れて５名であるが，生

徒の人数等を勘案していくと，今年度は欠員１名

として，将来的には，副会長の人数をさらに少な

くしていく方向で，という話があり，承認されま

した。

この後，学年部会が開催され，各学年部役員が

次のように選出されました。

◇１年部

部 長 若松 昭広さん （１Ｂ広也さん）

副 部 長 佐々木文隆さん （１Ａ愛文さん）

監 事 嵯峨 寿さん （１Ｂ遼平さｎ）

母親委員 阿部菜穂子さん （１Ｂみなみさん）

◇２年部

部 長 田口 直子さん （２Ｂ輝さん）

副 部 長 阿部 明子さん （２Ａ真己さん）

監 事 寺山佳代子さん （２Ａ莉奈さん）

母親委員 斎藤由美子さん （２Ａ響貴さん）

◇３年部

部 長 柳葉 敏郎さん （３Ｂさくらさん）

副 部 長 太田一明さん （３Ｃ里歩さん）

監 事 小笠原伸一さん （３Ｃ未久さん）

母親委員 朝田美喜子さん （３Ｂ麟太郎さん）

大曲仙北中学校春季大会 結果
ソフトテニス女子 団体 初優勝！
バスケットボール男子 団体 初優勝！

4月26日(土)～27日(日)に行われた春季大会
で，２つの部が，開校以来初めての優勝を果たし
ました。
特に，バスケットボール男子は，東中学校，刈

羽野中学校の歴史をひもといても，初めての優勝
ということになります。大曲仙北第３地区(旧)に，
バスケットボール男子の優勝旗がもたらされたこ
とは皆無ということでした。それほど，すごい偉
業を成し遂げたことになります。
また，ソフトテニス女子の優勝は，刈和野中学

校時代に数々の金字塔を立てており，東中学校時
代に入ってからも個人で全県優勝をしております。
ソフトテニス女子の歴史を振り返ってみると次の
ことがわかりました。

平成５年 刈和野中学校最後の年
夏季郡総体 団体優勝

個人優勝，３位
県総体 団体優勝
東北大会 予選リーグ敗退
新人郡市総体 団体優勝

個人優勝，３位
※ 監督は富山和子養護教諭でした。
平成６年 東中学校初年度

春季県大会 個人優勝
※ 監督は伊藤知巳教諭(現大曲中)でした。

平成５年以前にも上位進出は毎年のようにあり
ました。
新たな歴史を二つの部はつくりました。春の県

大会，夏の総体に向けて更に，心技体を磨いてほ
しいと思います。

◎ 第64回大曲仙北中学校春季野球大会
第１試合 西仙北● １－６ ○大曲

◎ バレーボール
女子
１回戦
西仙北○２（26-24，25-23）０●西明寺
準々決勝
西仙北●１(17-25,26-24,12-25)２ ○大曲

◎ バスケットボール大会 優勝
男子 予選リーグ 2勝
第１試合 西仙北○77-23●平和
第２試合 西仙北○54-52●大曲

決勝リーグ ２勝
第１試合 西仙北○71-36●中仙
第２試合 西仙北○72-46●美郷
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◎ ソフトテニス大会 女子団体 優勝
女子団体
予選リーグ 2勝

西仙北○３－０●中仙
西仙北○２－１●美郷

決勝トーナメント
１回戦 西仙北○２－1●大曲
準決勝 西仙北○２－０●南外
決 勝 西仙北○２－０●平和

女子 個人戦
準優勝 小笠原・進藤 組
県大会出場 佐々木・佐々木 組

男子(スポ少）
県大会出場 佐々木・小笠原 組

◎ 卓球大会
男子 団体戦
予選リーグ ２位 ２勝１敗

西仙北○３－１●協和
西仙北○３－１●美郷
西仙北●０－３○大曲

決勝リーグ ６位 4敗
西仙北●０－３○大曲西
西仙北●１－３○大曲南
西仙北●１－３○角館
西仙北●０－３○中仙

第１５回大仙市教職員研究集会

4月28日(月)，第15回大仙市教職員研究集会
が，午後１２時４５分から大仙市大曲市民会館で
開催されました。
大仙市内の小学校２１校と中学校１１校の教職

員，そして大仙市教育委員会関係の方々が集まり，
教育委員長，教育長のお話，そして生徒活動の発
表，大仙市教育委員会指定校の発表がありました。
本校は，昨年，一昨年と中学生サミットの事務

局校にあり，春季大会の興奮がさめやらぬ間に，
生徒会副会長 佐々木萌李さん，同じく副会長
加藤健斗さん，生徒会長 佐々木光さんによる発
表がありました。中学生議会の報告からは，議場
の真剣な雰囲気が伝わってきました。
光さんの「大仙市の未来は中学生がつくる」と

いう最後の言葉がとても印象に残りました。
最後にインタビューを受けた３人は，次のよう

に感想を述べてくれました。

佐々木光さん：中学生サミットの事務局をする
ことができて，たくさんのよい体験ができてよか
ったです。
加藤健斗さん：学校でたくさんの意見を集めて，

それを各学校に伝えて，大仙市の未来のことをそ
れぞれから考えてもらい，実現に向けていきたい
です。
佐々木萌李さん：私は未来の大仙市を見据えて，

実際に町づくりの先進地区を訪問し，新たな事柄
に挑戦してみたいです。

３年目の開校記念日

5月1日は，3年目の開校記念日となりました。
前日までの晴天から一気に雨の一日となりました。
２年前の５月1日，開校式の日に植樹した陽光

桜が，雨の中でしっかりと開花していました。前
日までの１週間，春らしい陽気に桜も目覚めたも
のだと思います。ちなみに昨年は，まだ咲いてい
なかったようです。
さらに，本校の前身の一つである刈和野中学校

の沿革史をひもといていたら，開校記念日がやは
り５月1日でした。校訓の中に「英知」という言
葉を見つけ，本校の「叡智」に引き継がれていま
す。全くの偶然でしょうか。それとも先人の思い
が，現在に伝わってきたのでしょうか。いずれに
しても確かな思いを重く受け止め，3年目の花を
咲かせていきたいと思っています。

ＮＩＳＨＩＳＥＮ陸上２０１４

今年の「ＮＩＳＨＩＳＥＮ陸上２０１４」は，
5月2日午後にパートⅠを，５月7日にパートⅡを
行いました。2日は，午前中雨で，午後から「綱
引き」そして「部活芸走リレー」を行いました。
今年，各学級が作成した学級Ｔシャツが，綱引き
のときに，一丸となる様子をとてもよく見せてい
ました。
7日は，快晴，そして強風の中での陸上競技会

となりました。開会式では，学年ごとの選手宣誓
を，学年全員が起立して行いました。女子100Ｍ
走から始まり，最後の全員走まで，お昼をはさみ
ながら一気に終えることができました。
新記録が男子で３種目，女子で２種目が出まし

た。学級対抗の成績，個人種目の成績をお知らせ
します。なお，学級対抗は１年生から３年生まで
の7学級対抗です。☆は新記録です。

○綱引き
優勝 ３年Ａ組 準優勝 ３年Ｃ組
３位 ３年Ｂ組 1年Ａ組

○全員リレー
優勝 ３年Ｂ組 準優勝 ３年Ａ組
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３位 ３年Ｃ組
○男女最強４００ＭＲ
優勝 ３年Ｂ組 準優勝 ３年Ａ組
３位 ３年Ｃ組

ＰＴＡ評議員会開催

5月7日(水)に，ＰＴＡ評議員会を開催し，専門
部の正副部長並びに事業計画を立てましたので，
裏面の通りお知らせします。(敬称略です)
更に，各専門部の事業計画は，次の通りとなっ

ております。

平成２６年度 ＰＴＡ事業計画

・ ４月２３日（水）ＰＴＡ授業参観，ＰＴＡ総

会，学年懇談

・ ５月 ７日（水）評議員会（専門部組織及び

事業計画作成）

・ ７月 １日（火）ＰＴＡ授業参観，学年懇談

・１２月 ３日（水）ＰＴＡ授業参観，学年懇談

・ ２月２４日（火）ＰＴＡ授業参観，全体会，

学年懇談

・ ３月 中旬 会計監査・役員会（次年度の

総会に向けて）＊ＰＴＡ懇親会

◇専門部の活動
○広報部
・会報発行（年２回）
発行日： ７月２２日（夏休み前）

１２月２５日（冬休み前）
部会：企画会議、原稿校正作業

（第１回発行：6/5，7/10）
（第２回発行：11/13，12/18）

○研修部
・秋田県版「世界一受けたい授業」

期日：７月１日（予定）
内容：講師複数名による講話及び授業
部会：６月中 役割分担

○環境部
・親子早朝奉仕作業（草刈作業）

期日：９月２８日（日）

時間：６時３０分～

部会 分担箇所等

・スキー教室への協力（スキー運搬）

１月２１日 ２月３日
○校外指導部
・交通安全街頭指導

７月 ７日～１１日
９月２２日～30日

・郡陸上駐車場誘導
５月２０日・２１日・２２日(予備日)

連休中の部活動等の大会結果

◎ 第４３回秋田県空手道連盟剛柔会全県空手道
選手権大会 ４月２７日秋田県立武道館
中学生男子２年生 個人組手
第３位 阿部真己，佐藤拓真

◎ 第２２回大曲仙北中学校春季柔道大会
５月３日(土)角館武道館
団体Ｂ（西仙北・角館合同チーム） 準優勝

本校３年生田口皐と角館中学校１名の計２名
と，大曲中学校Ｂ２名の団体戦であった。角館
中生が最初に戦い敗れ，次に田口が大曲中生に
１本勝ちした。１勝１敗と並び，代表戦を田口
が，大曲の同じ相手と戦った。「有効」をとられ，
敗戦し準優勝となった。

◎ 第２回ＣＳＣいなかわ中学校バスケットボー
ル大会 ５月３日(土)稲川中学校
準優勝 ２勝１敗（４校リーグ）
西仙北○57-32●稲川
西仙北○66-30●高森(仙台市)
西仙北●50-90○仁賀保

◎ 湯沢市立須川中学校閉校記念バスケットボー
ル大会 ５月５日(月)須川中学校
優勝 ４校トーナメント
１回戦 西仙北○87-42●北陵(盛岡市)
決 勝 西仙北○75-38●須川

生徒総会開催される

5月9日(金)，午後から今年度第１回目の生徒総
会が開催されました。
生徒会長の施政方針演説から始まり，今年のスロ
ーガンの発表がありました。

今年度の生徒会テーマ

ＵＰ ＴＯ ＮＥＷ ＳＴＡＧＥ
～新たな時代をつくるのは俺たちだ！！～

この後，議長団の選出，各専門委員会の活動方
針，質疑応答と続きました。
質疑応答は多数ありましたが，文化委員会に「家

庭学習コンテストとありますが，どんなことをす
るのですか。」という質問があり，「２，３年生の
家庭学習ノートを１年生の廊下に掲示し，それを
見て１年生も家庭学習の工夫の参考にしてほしい。
そしてその中からすばらしいノートを選び，表彰
する。」という答えがありました。
自分たちの生徒会，自分たちの手で，新しい時

代をつくってほしいです。
さらに，５月15日(木)に生徒会テーマの看板が

掲げられました。毎朝通る校舎で，このテーマを
眺め，一人一人が主役の生徒会を期待します。

◎ 第１６回秋田県中学校春季バドミントン大会
5月10日(土)～11日(日)の２日間，美郷中学

校体育館で行われました。結果は次のとおりです。
○ 団体戦

男子 ３位
準決勝 西仙北● ０－２ ○岩城
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シード決定戦
西仙北○ ２－１ ●横手清陵学院

女子１回戦 西仙北● １－２ ○将軍野

○ 個人戦 惜敗

◎ 第29回田沢湖スポーツセンター中学校バスケ

ットボール大会（男子） 準優勝

◎ 平成26年度 春季大仙市立西仙北中学校招待

野球大会 第３位

４校トーナメント(優勝 横手北中学校）

１回戦 西仙北●０－４ ○横手北

３位決定戦 西仙北○２－０ ●大曲西

◎ 平成26年度 第16回東北中学生空手道選手

権大会(スポーツ少年団）

大会は５月11日に宮城県名取市民体育館で行

われました。本校から２名参加しましたので結

果をお知らせします。（82人参加）

・阿部 真己さん ベスト１６

１回戦 ５－０石森(宮城）

２回戦 ５－０中村（福島）

３回戦 ３－２渡部(山形）

４回戦 ０－５古仲(秋田市：城東）

・佐藤拓真さん

１回戦 敗退(福島）

◎ 第49回秋田県中学校春季バスケットボール大

会(男子） 5月17日(土)美郷総合体育館リリオス

１回戦 西仙北中●47-64○城東中
◎ 2014年秋田県中学校春季ソフトテニス大会

5月17日(土)～18日(日)秋田県営中央公園テニスコート

・個人戦 女子 ２組とも１回戦 惜敗

男子（スポ少） １回戦 惜敗

・団体戦(女子）

２回戦 西仙北中●１－２ ○森吉中学校
◎ 大曲仙北地区吹奏楽連盟第５６回 定期発表会

5月18日(日)大仙市大曲市民会館
本校は，「ラ・マンチャの男」を演奏しました。

演奏に入るや否や，会場がミュージカル「ラ・マ
ンチャの男」を想起させる雰囲気となりました。
ソロ演奏もあり，アルトサックス，オーボエ，ト
ランペットと，自分のソロをしっかりと行いまし
た。吹奏楽部員の皆様，すてきな音楽をありがと
うございました。

平成26年度
大曲仙北中学校陸上競技大会 熱戦

５月20日(火)～21日(水)の２日間にわたり，本
校グラウンドに大仙・仙北・美郷の１７校の選手
が集まり，標記大会の熱戦を繰り広げました。
初日は，気温がぐんぐん上がり，熱中症になら

ないように，というアナウンスが会場に響き渡り

ました。ところが，二日目は，朝から曇天，その
後小雨になり，気温も上がらず，５月にしてはと
ても寒い一日となりました。
寒暖の差が激しい二日間ではありましたが，本

校生徒は，選手，役員，学級掲示係とどの生徒も
自分のできることを精一杯行うことができました。
グラウンド整備など，役員のおかげで，大会運営
もスムーズに進み，予定通りの時間に終えること
ができました。

本校は，男子が12点で第11位，女子は38.5点
で第5位と健闘しました。
8位入賞までの選手を紹介します。県大会へは，

6位入賞までの選手が出場する権利があります。

◎ 大曲仙北中学校陸上競技大会結果
・男子
２・３年生1500ｍ 第7位佐々木航平4'46"1
走り高跳び 第4位 本間紗斗 1m50
四種競技 第4位 鈴木秀人 1647点

・女子
低学年400mR 第４位58"9(斎藤菜摘,佐々木
舞央,京極綾香,田村紬寧,高橋奏子,佐藤愛美)

3年100ｍ 第4位 齋藤藍実 14"6
共通200ｍ 第7位 齋藤藍実 31"4
共通1500ｍ 第8位 斎藤菜摘 5'29"7
共通100mH 第3位 堀江香那 18"2
共通400ｍ R 第5位 57"8
(齋藤藍実,佐々木聖南,進藤恵実香,長谷川華鈴,
後藤爽華,堀江香那)

走り高跳び 第7位 伊藤三可 1ｍ23
走り幅跳び 第1位 佐々木聖南 4ｍ43
四種競技 第2位 長谷川華鈴 1514点

の行事

01(日)テスト前部活動休止～3日

02(月)衣替え

03(火)耳鼻科検診,指導主事訪問

04(水)前期中間テスト

05(木)心電図・貧血検査

06(金)郡市総体抽選会,英語検定

09(月)衣替え完全実施,郡市総体強化期間~19(木)
16(月)職員会議

18(水)フリー参観日,郡市総体壮行会

19(木)フリー参観日

20(金)郡市総体１日目

21(土)郡市総体２日目

22(日)郡市総体３日目

23(月)～24(火)振替休業日

25(水)芸術鑑賞（わらび座)

27(金)避難訓練Ⅱ,専門委員会

30(月)中央委員会,県総体抽選会


