
【学校教育目標】
心豊かにたくましく

共に高まる生徒の育成
校訓 「自立 「協調 「躍進」」 」
由利本荘市立大内中学校 学校報
平成２９年６月３０日 №１５ＵＲＬ http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/ouchi-jh/

＜男子卓球部＞
大内 １－３ 本荘南 大内 １－３ 矢島
大内 ３－１ 東由利

決勝トーナメント
大内 ０－３ 本荘東

＜女子卓球部＞
大内 ３－１ 本荘東 大内１－３ 西目

決勝トーナメント
大内 ３－０ 象潟

準決勝
第３位 県大会出場大内 ０－３ 鳥海

県大会出場個人 ベスト１２ 長谷部 玲南

＜剣道同好会＞
大内 １－４ 矢島 大内 ２－２ 本荘北
大内 ２－３ 本荘東

男子個人 準優勝 小笠原大佑
第４位 髙野 京介
第５位 菊地 凜

ともに県大会出場

＜水泳＞…6/18開催
女子100ｍバタフライ 第３位 伊藤 楓花
女子200ｍ個人メドレー 第５位 伊藤 楓花

両種目とも県大会出場

この他に先に行われた地区予選を勝ち抜いた
陸上の選手も県大会に出場します。

＜陸上競技＞
２・３年1500ｍ 伊藤 愛深
１年100ｍ 菊地 凜佳
共通200ｍ 小林 魁星
１年1500ｍ 長谷部拓夢

秋田県総合体育大会は，７月１５日（土）～
１７日（月）の期間で開催されます。

男子バスケットボール…秋田市立体育館
女子卓球 …県立体育館
剣 道 …男鹿市総合体育館
水 泳 …県立総合プール
陸上競技 …県営陸上競技場（雄和）

応援よろしくお願いします。

仲間がいて，キラリと光る自分がいる。
一人一人が輝く，そんなチームに感謝！

大内中だより

６月２４日（土）～２５日（日）の地区総体
は，例年に比べて気温も上がらず，熱中症等の
心配もいらないのではと思えるような涼しい中
で，無事に日程を終えることができました。

， ，大内中の選手は どの部も全力で試合に臨み
今までの練習の成果を精一杯出し，思いっきり

。 。試合をすることができました がんばりました
県大会出場を勝ち得た皆さん，おめでとうご

ざいます。県大会での活躍も期待しています。
大会までわずかな時間しかありませんが，出来
ることはまだまだあるはずです。大会に向かっ
て計画的に準備していってください。

また，惜しくも県大会出場まで届かなかった
皆さんも，今までの自分の努力を振り返り，そ
の成果と自分の成長を振り返りながら次のステ
ップに生かしてほしいと思います。

戽片 打暻

寯儔膣檀

＜野球部＞
準決勝 大内 １－９ 岩城

＜サッカー部＞
大内（本荘北） １－１１ 由利
大内（本荘北） ０－１０ 象潟

＜バレーボール部＞
大内 ０－２ 岩城 大内 ０－２ 仁賀保

＜男子バスケットボール部＞
大内 ６２－５２ 岩城
大内 ６１－４１ 本荘南
大内 ４８－６９ 本荘北

準優勝 県大会出場

＜女子バスケットボール部＞
大内 ６５－４４ 東由利
大内 ７０－５１ 本荘南

決勝リーグ
大内 ４１－７１ 本荘東
大内 ４５－７７ 本荘北

第３位



＊吹奏楽部壮行演奏会のお知らせ
日時 ７月３日（月） 15:45～16:00
場所 大内中学校 体育館にて
体育館玄関よりお入りください。スリッパ持参

７月 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１日（土）西目中ＡＬ公開 教科書展示
２日（日）子吉川フェア
３日（月）Ⅱ期開始･ガイダンス

ＣＳ学校運営協議会 吹奏楽部壮行会
４日（火）全校花壇植栽作業
９日（日）吹奏楽コンクール中央地区大会

１０日（月）小中連絡協議会（小Ｔ１年参観）
１１日（火） Ｐ校外指導部会ＰＴＡ参観日

１年…認知症サポーター養成講座
２・３年…高校説明会

１３日（木）３年確認テスト③
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ在校

１４日（金）少年会 漢字検定 職員会議
１５日（土）～１７日（月） 全県総体
１９日（水）要請訪問…理科，技術，保体
２０日（木）教育委員学校訪問（午前）
２４日（月）学年集会 大清掃

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
２５日（火）～８月２３日（水）夏季休業

２５日～２８日（三者面談）
２５日～２８日（ボランティアウィーク）

２６日（水）交通安全市民大会
２７日（木）東北珠算競技大会
３０日（日）本荘由利中学校野球教室

科学の甲子園Jr秋田県予選大会

槍 賍偵偱幘

缸ユ槮 ≪槍

大内中学校では，1年間を４期に分けて時期に
応じた指導を行っています。早いもので６月も
今日で終わり。明日から第Ⅱ期に入ります。

Ⅱ期には，地区中体連駅伝大会や地区秋季大
会などの大会，１０月１日の大中祭に向けての
準備などがあります。Ⅱ期を充実させるには，
夏休みに家で生活のリズムを崩さないようにし
ていくことが大切です。ご家庭でも応援とご指
導をよろしくお願いいたします。

缸ユ槮 咀鐯 匹幟槮
藟恡 匹幟

帔 確 焚磆咧 儡
夏休み明けテスト・前期期末テストなど

邯 兂齢焚哲 匹幟
ｻﾏｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・職場体験・体験入学など

軑磚穟 寙儋 鑫
夏休みの課題実施・学校祭の準備など

妼媒 傯 傘焦
少年会ｱﾙﾐ缶回収・ｻﾏｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど

帔欛 鐳膺 嚦綰 冰 罕
幹愃 籠辛 戸惲 鶱

学校からは，学校だよりや学年だより，学級
だより，生徒指導だより，ほけんだより，給食
だより，生徒会だより等，各週，各月に様々な
お便りが出されています。どれも，家庭に知ら
せたい内容が書かれており，必ず読んでいただ
きたいものなのですが，昨年度の学校評価アン
ケートでも「お子さんは，学校から出されるお
便りなどを保護者に手渡している」という質問

。 ，項目に肯定的な回答は８０％弱でした これは
他の項目に比較してもあまり良くない実態であ
り，なんとか改善したいところです。

， ， ，特に３年生になると 高校説明会 学校見学
入試情報や手続きなど，自分の一生を決める大

。 ，切な連絡が数多くお便りに掲載されます また
日々の心身の健康に関する助言などもぜひ参考
にして欲しいところです。

先日は，携帯電話等情報機器の家庭での使用
について本荘由利地区全体の取り組みのお願い
文書も発出しております。

学校から出されるお便りについて，生徒から
保護者へ言葉を添えて「手渡しで」渡すことは
理想的でありますが，保護者の勤務状況からも

ぜひ「決まった難しい場合がありますので，

箱の中に，学校で渡されたお便り等は必
ず入れる」などの家庭での約束を決め，
実行の徹底をお願いします。

なお，今回は，特別に
この学校だよりが発行
されたことをメールで
お知らせします。届い

たことの確認として，ぜひチェックボッ
クスにチェックし,月曜日までに返信をお
願いします。

今後災害時の安否確認等での利用なども想定
されますので，ご協力をお願いいたします。


