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【９月の主な行事予定（変更になる場合もあります）】
１日（土）：県秋季大会（水泳、～２日）

２日（日）：３年出校日

３日（月）：３年修学旅行（～５日）

４日（火）：１年宿泊体験学習・２年職場体験学習（～５日）

６日（木）：３年休校日

１０日（月）：基礎学力テスト②数学

１５日（土）：郡新人総体（～１６日）※野球は１７日も

１９日（水）：基礎学力テスト②英語

２２日（土）：全県駅伝大会（～２３日）

２３日（日）：マーチングフェスティバル美郷大会

２５日（火）：前期期末テスト

２７日（木）：合唱コンクール

２９日（土）：県秋季大会(陸上、～３０日）

日 曜

2 木

3 金

7 火

8 水

9 木

11 土

13 月

14 火

15 水

17 金

19 日

21 火

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

30 木

31 金

２年課題チェック予備日（８：１５～、２年各教室）
１年補充学習日（８：３０～、１０７組教室）
大曲高校インターンシップ（～10日）

授業再開日

保育園訪問（307:北保育園）

吹奏楽コンクール秋田県大会（秋田市文化会館）
保育園訪問（305:北保育園，306:東保育園）

行　事　等

地区クリーンアップ活動，アルミ缶回収
漢字検定（午後）

３年課題チェック日（第１技術室、時間帯は学級毎に指定）
中学生サミット

学校閉鎖

山の日

１年課題チェック日（８：３０～、１年各教室）
２年課題チェック日（８：１５～、２年各教室）

NHK合唱コンクール秋田県大会
（秋田市文化会館）

「夏まつり大曲」への出演（吹奏楽部，合唱部）

英語暗唱・弁論大会（美郷公民館）

全日本合唱コンクール秋田県大会
（アトリオン音楽ホール）

学校閉鎖

学校閉鎖

開校記念日（生徒休業）

大曲の花火

田沢湖駅伝大会

３年実力テスト
１，２年夏休み明けテスト

夏季休業終了

この期間、学校は教職員不在となります。
緊急の場合は、学級担任か、教頭（高橋
／畠山）へご連絡ください。
そのどちらにも連絡がつかない場合は、
大仙市教育委員会教育指導課に電話して
ください。（電話６３－１１１１）

本校二期生 合唱部ＯＢ 柴野(旧姓佐藤)健悦様から

柴野健悦様は、本校合唱部ＯＢで、現在大阪にお住ま

いです。中学３年のときのＮＨＫ学校音楽コンクールの東北

大会で、参加399校の中から見事優勝し、全国大会に進

みました。全国でも第４位というすばらしい成績を収め、これ

が本校合唱部が残した最高の成績となっています。

今回寄贈していただいたものは、「Nコン全国大会入賞

記念レコ－ド」や「音源」、「合唱部全国大会参加記念バ

ッジ」、「当時の写真」、「楽譜」等です。

なお、合唱部部長の小松英典様（写真右上）は、ブレ

ーメン国立音楽大学声楽科教授を務めるなど、ドイツ歌曲

の第一人者として活躍されています。２０１１年に本校で、

「ようこそ先輩スペシャル」として、トーク＆コンサートを開いて

くださいました。今回寄贈いただいた音源は、近いうちに生

徒の皆さんにお聴かせします。

当時の合唱部の皆さん（1964年）

全国大会入賞記念レコード旧大曲中学校の人文字(1962年)

第８５回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール

秋田県コンクール（合唱部）

・期日 ８月９日（木）

・会場 秋田市文化会館
応援よろしく

お願いします。



～支えてくださった全ての皆様に感謝申し上げます～

【サッカー】：優勝（東北大会出場）

＜準々決勝＞ 大曲中 ３－１ 山王中

＜準決勝＞ 大曲中 ２－１ 仁賀保中

＜決 勝＞ 大曲中 ３－０ 城東中

【卓球女子団体】：準優勝（東北大会出場）

＜準々決勝＞ 大曲中 ３－１ 将軍野中

＜準決勝＞ 大曲中 ３－２ 鳥海中

＜決 勝＞ 大曲中 ２－３ 西目中

【卓球女子個人】

準優勝：髙橋心澄美（東北大会出場）

【卓球男子団体】：第３位（東北大会出場）

＜準々決勝＞ 大曲中 ３－０ 城南中

＜準決勝＞ 大曲中 ２－３ 秋大附中

＜東北代表決定戦＞ 大曲中 ３－１ 豊成中

【ソフトテニス男子団体】：第３位

＜ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦＞ 大曲中 ３－０ 二ッ井中

＜準々決勝＞ 大曲中 ２－０ 十和田中

＜準決勝＞ 大曲中 ０－２ 森吉中

【ソフトテニス男子個人】

優勝：本多正太郎・福田和彦組（東北大会出場）

【バドミントン女子団体】：準優勝

＜１回戦＞ 大曲中 ２－１ 西仙北中

＜準決勝＞ 大曲中 ２－１ 美郷中

＜決 勝＞ 大曲中 １－２ 平和中

【バドミントン女子シングルス】

優 勝：鈴木琉花（東北大会出場）

準優勝：髙橋里菜（東北大会出場）

【バドミントン男子団体】

＜１回戦＞ 大曲中 ０－２ 美郷中

＜３位決定戦＞ 大曲中 ０－２ 西仙北中

【バスケットボール男子】：ベスト８

＜ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦＞ 大曲中 61－46 岩城中

＜ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦＞ 大曲中 72－57 花輪一中

＜準々決勝＞ 大曲中 39－70 五城目一中

８月４日～６日
福島県いわき市立
総合体育館

８月５日～７日
岩手県盛岡市立
太田テニスコート

８月８日～10日
宮城県
宮城野体育館

８月１日～３日
八橋陸上競技場
あきぎんスタジアム

【柔道男子団体】

＜ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦＞ 大曲中 ２－３ 平鹿中

【柔道女子団体】

＜ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦＞ 大曲中 ０－２ 本荘東中

【柔道女子個人体重別】

準優勝：長沼有夏（東北大会出場）

第４位 ：福士万皓

【剣道男子団体】

＜予選リーグ＞ 大曲中 ２－０ 横手清陵学院中

大曲中 ０－１ 城東中

【剣道女子団体】

＜予選リーグ＞ 大曲中 ４－０ 合川中

大曲中 １－１ 秋田西中

大曲中 ０－４ 秋田北中

【陸上競技】 男子総合：第５位

＜男子＞ 女子総合：第５位

共通800m 第１位：杉本真弥（東北大会出場）

共通3000m 第３位：藤本駿世（東北大会出場）

共通110mH 第４位 ：坂本 全（東北大会出場）

＜女子＞

共通走幅跳 第３位：佐々木佳穂（東北大会出場）

１年女子1500m 第２位：菅原苺波（東北大会出場）

共通800m 第３位：吉川真央（東北大会出場）

【水泳】 男子総合：第５位

＜男子＞

1500m自由形 第１位：佐藤琉聖（東北大会出場）

第６位 ：齋藤優乃心

400m個人メドレー 第６位 ：高橋希和

200mバタフライ 第２位：千葉大和（東北大会出場）

4×100mフリーリレー 第４位 （東北大会出場）

湯野澤啓幹・佐藤琉聖・高橋希和・千葉大和

200m個人メドレー 第６位 ：高橋希和

400m自由形 第３位：佐藤琉聖（東北大会出場）

第４位：千葉大和（東北大会出場）

4×100mメドレーリレー 第６位

高橋希和・藤原優作・千葉大和・佐藤琉聖

＜女子＞

200m個人メドレー 第６位：竹内さくら

まもなく夏休みです！
事故やケガの無いよう、家族の皆様からも一声かけて

くださると有り難いです。何かありましたら、休日でも（その
日のうちに）学校または担任に連絡をお願いします。

８月７日～９日
秋田県立武道館

８月７日～９日
岩手県北上総合
運動公園陸上競技場

８月３日～５日
山形県米沢総合
公園市営プール


