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この後、学校祭まで、大変忙しい日々が続きます。計画

的に物事を進め、乗り切っていきましょう。

日 曜

1 土

2 日

3 月

4 火

6 木

7 金

8 土

10 月

11 火

13 木

14 金

15 土

17 月

18 火

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

27 木

28 金

29 土

県秋季大会（水泳～２日）
こけし杯バレーボール大会
南外中学校招待野球大会

行　　事　　等

３年生 ９月２日の振替休業日

第1日曜日部活動休止日
３年生出校日

生徒研修会（ふれあい文化センター）

基礎学力テスト②数学

煌星学年宿泊体験学習（～５日）
翠峰学年職場体験学習（～５日）

学校安全日
魁青学年修学旅行（～５日）

若竹タイム

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール東北ブロックコンクール
（名取市文化会館）

前期期末テスト（３教科）
指導主事訪問

前期期末テスト（２教科）
指導主事訪問　　部門別会議

敬老の日　　郡新人野球３日目
期末テスト前部活動休止日（～20日）

専門委員会

郡新人総体（～１６日） ※野球は１７日まで
日本ＰＴＡ東北ブロック研究大会（秋田市～１６日）

補充学習②数学

曲中祭のための全校集会、専門委員会・特設学活

合唱コンクール
第１回食堂部門打合せ

仙北出張所長訪問
補充学習②英語

中学生ビブリオバトル地区大会
若杉チャレンジフェスティバル
全日本合唱コンクール東北大会（多賀城市）
県秋季大会（陸上競技 ～３０日）

秋分の日

全県駅伝大会（～２３日）

振替休日

大曲仙北小中学校理科研究発表会（西仙北小）
基礎学力テスト②英語

新しいＡＬＴ（英語指導助手）

ミサ先生に代わり、夏休み明けか

ら授業に入っています。フレンドリーな

性格の先生で、生徒ともすぐに打ち

解けることができました。先生からたく

さんのことを学べるよう期待していま

す。

【プロフィール】

氏名： カトリン・コール・ロングライト 年齢：３２歳

（Katlin Cole Long-Wright）

出 身：カナダ バンクーバー

出身大学：ブリティッシュ・コロンビア大（専攻：古典地域学）

吉川真央さんの力強い選手宣誓で始まった今年度の田沢湖

駅伝大会。本校からは、男女各２チームが出場しました。

「チームのため仲間のために、その１秒を削り出せ！」 を合い

言葉に、補員を含めて全員が一丸となって臨み、素晴らしい結

果を残すことができました。この夏の記録的な暑さの中、日々の

練習に精一杯励んだ生徒たちの頑張りを讃えたいと思います。

☆第48回大曲仙北中学校田沢湖一周駅伝競走大会

大曲中Ａ（1時間07分22秒） １位 （県大会出場）

［池田・伊藤・児玉・戸嶋・杉本・佐々木(吾)・藤本］

【区間賞】 ３区１位：児玉朔音

５区１位：杉本真弥

７区１位：藤本駿世

大曲中Ｂ （1時間15分01秒） １３位

［冨樫・丹波・菊地・山田・佐々木(葵)・草彅・内村］

※裏面に続きます

【カトリン先生から】

私のこれまでの経験や技術を生かし、子どもたちの英

語学習を効果的にサポートしたい。そして、子どもたちが、

自信をもって話したり書いたりできるようにしたい。

私は、子どもたちのグローバルなコミュニケーションと、

日本とカナダのコミュニケーションをさらに強めるために、

ＡＬＴとしてがんばりたい。



☆第23回大曲仙北中学校田沢湖女子駅伝競走大会

大曲中Ａ （46分08秒） １位 （県大会出場）

[齊藤(歩)・伊藤(果)・近藤・菅原・吉川]

【区間賞】 ２区３位：伊藤果杏

４区２位：菅原苺波

５区１位：吉川真央

大曲中Ｂ （51分24秒） １７位

[嵯峨・冨士野・菊地・高木・伊藤(惟)]

※県大会は、９月22、23日に雄和で開催されます。

【第64回全日本中学校通信陸上競技大会秋田県大会】

（7/21～22）

・男子共通1500m 第４位 杉本真弥

・女子１年1500m 第２位 菅原苺波

・女子共通1500m 第５位 吉川真央

・男子共通800m 第１位 杉本真弥(大会新記録)

・男子共通110mH 第４位 坂本 全

・男子共通3000m 第８位 藤本駿世

・女子共通800m 第３位 吉川真央

・女子共通走幅跳 第５位 佐々木佳穂

【第60回全県児童生徒席書大会大曲仙北大会】（7/24）

・半紙１年 金賞 宮崎ほのか、田中里奈、髙橋優介

後藤恵莉奈、冨樫優斗

・半紙２年 特選 村上あいこ

金賞 杉本和進、鈴木日和、佐々木駿

・半紙３年 特選 佐藤航貴、渋谷 南

金賞 佐藤優里香、後藤巧人、高橋美優

・条幅１年 特選 宮崎ほのか、後藤恵莉奈

・条幅２年 特選 杉本和進

・条幅３年 特選 後藤巧人、高橋美優

金賞 佐藤航貴

【岩手東北強化大会ソフトテニス大会】（7/28）

・男子個人 優勝 本多正太郎・福田和彦組

【平成30年度大仙市オープン卓球大会】（7/28～29）

・中学２年男子の部 第３位 大石京太郎

・中学２年女子の部 優勝 髙橋心澄美

準優勝 森元遥菜

第３位 佐藤有紗

・高校・一般女子の部 第３位 武藤花梨

【第44回剛柔会全国空手道選手権大会】（7/29）

・組手競技中学生男子１年 第３位 髙橋龍威

【第32回日本海メロンマラソン】（7/29）

・5km男子中学生の部 第１位 杉本真弥

・5km男子中学生の部 第６位 藤本駿世

【全日本吹奏楽コンクール第60回秋田県大会】（8/2）

・中学校の部 金賞

【第50回東北中学校水泳競技大会】（8/3）

・男子1500m自由形 第２位 佐藤琉聖

【第60回全県席書大会】（8/3）

・半紙２年 金賞 村上あいこ

・半紙３年 銀賞 佐藤航貴、渋谷 南

・条幅１年 金賞 宮崎ほのか、後藤恵莉奈

・条幅２年 銀賞 杉本和進

・条幅３年 金賞 後藤巧人、高橋美優

【大曲仙北中学校サマーリーグバスケットボール大会】

・準優勝 男子バスケットボール部 （8/4）

・第３位 女子バスケットボール部

【第37回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

秋田県予選会】（8/4）

・ジュニア新人の部女子シングルス

優勝 鈴木琉花 （全国大会出場）

準優勝 髙橋里菜 （全国大会出場）

【第39回東北中学校陸上競技大会】 （8/8～9）

・女子中学共通走幅跳 第３位 佐々木佳穂

・男子中学共通800m 第７位 杉本真弥

・女子中学１年1500m 第７位 菅原苺波

【第41回東北中学校柔道大会】（8/9）

・女子個人体重別 第３位 長沼有夏

【第85回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール秋田県コンクール】

・金賞（東北大会出場） 合唱部 （8/9）

【第９回大曲の花火うた】 （8/11）

・川柳部門（中学生の部） 優秀賞 堀江春陽

・短歌部門（中学生の部） 入選 鈴木大生

【第23回東北ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ中学交流ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ U-14】

・３位トーナメント 第１位 （8/12）

【第13回大曲西中学校招待野球大会】 （8/18）

・優勝

【第７回美郷カップソフトテニス大会】 （8/18）

・男子団体 第３位

【第35回南外招待中学校ソフトテニス大会】 （8/18）

・女子団体 第３位

【平成30年度秋田県卓球選手権大会(カデットの部)】

（8/18～19）・男子ダブルス 第３位 加賀健心

・女子ダブルス 準優勝 佐藤有紗(全国大会出場)

第３位 髙橋心澄美・森元遥菜

・男子ｼﾝｸﾞﾙｽ13歳以下 準優勝 加賀健心(全国大会出場)

・女子ｼﾝｸﾞﾙｽ13歳以下 第３位 森元遥菜

・女子ｼﾝｸﾞﾙｽ14歳以下 優勝 髙橋心澄美(全国大会出場)

【第54回全日本合唱コンクール秋田県大会】 （8/26）

・金賞 （東北大会出場）


