
学校教育目標 『 人間性を磨き たくましく生きる生徒の育成 』「自主 創造」

由利本荘市立岩城中学校
Ｎｏ．２０

平成２９年７月１９日

秋田県中学校総合体
育大会15日(土)～17日
(月)、が開催されまし
た。本校からは、女子
バレーボール、剣道女
子、陸上、水泳、バト
ミントンと５競技に出
場しました。バレーボ
ールは、初戦(２回戦)
で城南(春季県大会覇
者)と対戦し、健闘しま
したが惜敗。剣道は、

個人戦で吉田＊＊さんが２回戦進出、団体戦では
予選１勝１敗で惜しくも決勝Ｔに進むことはでき
ませんでした。陸上競技は、中尾＊＊君が男子共
通走幅跳びで決勝に進出し、見事優勝で東北大会
出場権獲得です。全国大会の標準記録(6ｍ55)には
達しませんでした。水泳は鈴木＊＊さんが、２年
生ながら、50ｍ自由形と100ｍ自由形に出場し、決
勝進出には及ばなかったけれど健闘。バドミント
ンは、女子シングルスで今野＊＊さんが準決勝で
惜敗しましたが代表決定戦で勝ち、見事東北大会
出場権を獲得。男子ダブルスの田口・佐々木組
も準決勝まで駒を進めましたが敗れ、代表決定戦
で惜敗しました。
県大会という大舞台で戦うことの難しさ、勝ち

抜くことの難しさを体験して、すばらしい宝物を
得ることができたと思います。また、地域の皆さ
んを明るくしてくれたと思っております。勝って
ほしいとは思いますが、勝つことよりも勝つため
の努力が尊いと思います。岩中生としての誇りを
もち、今後の人生に生かしていってくれるものと
信じています。

[バレーボール] 7/15(土)～1７日(月)
田代体育館～鷹巣体育館

２ 回 戦 岩城中 １－２ 城南中

[剣道女子]7/15(土)～１7日(月)
男鹿市総合体育館

【女子個人戦】15日（土）

１回戦 吉田＊＊１－０藤原(大館一)
２回戦 吉田＊＊０－１畠山(生保内)惜敗
【女子団体戦】16日（日）

岩城中 ２－１ 大 曲 中
岩城中 １－３ 秋田北中

※決勝Ｔ進出ならず

[陸上] 7/1６(日)～１８日(水)
県立中央公園陸上競技場（雄和スポーツゾーン）

◇男子共通走幅跳 中尾 ＊＊（３年）

予選 ５ｍ８５ 予選突破
決勝 ６ｍ３５ １位

◇男子２年１００ｍ 工藤 ＊＊（２年）
予選 １２秒６５ 予選突破ならず

◇男子１年１５００ｍ 味形 ＊＊（１年）
予選 ５分２６秒８１ 予選突破ならず

[水泳]7/15(土)～１7日(月)
秋田県立総合プール

◇女子 ５０ｍ自由形 鈴木＊＊（２年）
予選 ３１秒９６ 予選突破ならず

◇女子１００ｍ自由形 鈴木＊＊（２年）
予選 １分１５秒７０ 予選突破ならず

[バドミントン] 7/15(土)～16日(日)
美郷町美郷総合体育館リリオス

【女子団体戦】

１回戦 岩城中１－２西仙北中 惜敗
【男子ダブルス】

◇佐々木＊・田口＊＊ ３位
１回戦 ２－０ 成田・菊地(西仙北)
２回戦 １－２ 傳野・佐藤(美郷)
準決勝 ０－２ 鈴木・坂本(美郷)

代表決定戦 ０－２ 佐々木・福嶋(五城目第一)

【女子シングルス】

◇今野 ＊＊ ３位 (東北大会出場！)

２回戦 ２－０ 坂本(秋田南高中等部)
３回戦 ２－０ 富樫(将軍野)
４回戦 ２－０ 古屋(平和)
準決勝 ０－２ 森川(八郎潟)

代表決定戦 ２－０ 鈴木(大曲)

◇ 佐々木 ＊＊
２回戦 ２－０ 赤塚(東雲)
３回戦 ０－２ 森川(八郎潟)

◇ 菅生 ＊＊
１回戦 ０－２ 三澤(鷹巣)

【女子ダブルス】

◇ 金 ＊＊・東海林＊＊＊
１回戦 ２－１ 工藤・袴田(能代第二)
２回戦 ０－２ 加藤・齊藤(美郷)



☆本荘由利席書大会(金賞･銀賞のみ紹介)
《半紙の部》

金 賞

中村＊＊（３年）県代表
金森 ＊＊（１年） 味形 ＊＊（１年）

臼杵 ＊＊（１年） 金 ＊＊（１年）
菅生 ＊＊（１年） 佐々木 ＊（２年）

工藤 ＊＊（２年） 松坂 ＊＊（２年）
清野＊＊＊（２年）
銀 賞

渡部 ＊（１年） 吉田 ＊＊（１年）
佐々木＊＊（１年） 鈴木 ＊＊（１年）

佐々木＊＊（１年） 山田 ＊＊（２年）
田口 ＊＊（２年） 佐々木＊＊年）

田口 ＊＊（３年）

ＮＡＳ（ネット安全集会）！
日時：７月２１日（金）１４：００～（60分程度）

場所：岩城中学校体育館

ネット利用可能な機器(ゲーム機、スマホ、携

帯、音楽プレーヤー、ＰＣ等々)の普及に伴って

様々なトラブルが多くなっています。岩中生が自

分で自分の身を守る方法を獲得できるように開催

します。ＮＡＳは、４年目となります。ＮＴＴド

コモ安全教室インストラクターの方の講話もあり

ます。ＰＴＡからの提案もあります。ご家庭のみ

なさんもご参観ください。

会 次 第 進行：生徒会副会長

１ はじめのことば（執行委員）

２ 生徒会長挨拶

３ 講師紹介（生徒指導主事）

４ 学級スローガン＆ポスター発表

（学級役員＋ＰＴＡ役員）

５ 講評と講話（インストラクター）

６ 質疑応答

７ 感想発表（各学年代表）

８ 校長先生のお話

９ 終わりの言葉（執行委員）

親子でラジオ体操と岩城体操にチャレンジ！
日時：７月２５日（火）午前６時３０分～
場所：岩城総合体育館

岩城小・中学校合同ＰＴＡ＆学校運営協議会

（Ｃ・Ｓ）主催の行事です。地域みんなで体操
にチャレンジしてみませんか？よろしくお願い
します。

８月の行事予定
日 曜 主 な 行 事

１ 火 安全点検日 吹奏楽コンクール県大会
本荘高校体験入学

２ 水 道川分教室ボランティア

３ 木 いわき市との交流（１年生いわき市へ～４日）
明桜高校オープンスクール

４ 金

５ 土 秋田高専オープンキャンパス

６ 日 バドミントン東北大会～8日（花巻）
市民水泳大会

７ 月 ワックスがけ～9日 ２年職場体験～9日

８ 火 陸上競技東北大会～10日（青森）

９ 水 市夏季教職員研修会

10 木 駅伝試走

11 金 山の日

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木 地区駅伝競走大会

18 金 和洋高校オープンスクール

19 土

20 日

21 月 １・２年生ワーク点検日

22 火 聖霊高校入試説明会・見学会

23 水

24 木 １～３年実力テスト

25 金 月曜授業 賞状伝達・報告会
岩中祭準備

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水 全校武道５

31 木 校内球技大会 期末テスト範囲表配布
家庭学習強調週間（～9／13）

※９月の主な予定
6日(水) 部活動協議会２ 英語暗唱弁論大会
10日(日) テスト前部休～13日
11日(月) 教育実習生来校～29日
13日(水) 職員会議
14日(木) 前期期末テスト 全校武道6
15日(金) 市芸術鑑賞教室
22日(金) 秋季大会激励会
23日(土) 秋分の日 地区秋季大会～24日
30日(土) 岩中祭


