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校 長 森山 直人 

総体に向けて決意を固めた激励会 
 ６月１４日の男鹿潟上南秋中学校総合体育大会激

励会では、各部の１年生から選手たちに向けて、応

援メッセージやエールが送られました。各部の１年

生の願いが込められたパフォーマンスに、会場は終

始笑顔に包まれるとともに、選手たちは総体での勝

利に向けて決意を一層固めました。会場には、今年

初めて美里小学校の５、６年生も応援に駆け付けて

くれました。保護者の方々も多数ご参加くださり、

総体に向けての選手たちの意気込みを見ていただく

ことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県大会へのたくさんの切符を手に帰還 
 ６月１７日、１８日（バスケットボールは１６日

から）の総体では、それぞれの種目で、潟中は全力

を尽くしました。吹奏楽部や部活動に所属していな

い生徒も南中と合同で野球の応援に駆け付け、今年

は文字通り全校生徒が一体となって挑みました。 

その成果として、女子バスケットボール部と陸上

競技部が、県大会出場の切符を勝ち取ってきました。

（詳細は裏面をご覧ください）県大会への切符を手

にした選手には、男鹿潟上南秋の代表として、自信

と誇りをもって、全力を発揮してきてほしいと願い

ます。 

また、７月９日には吹奏楽コンクール県中央地区

大会に吹奏楽部が出場します。吹奏楽部の皆さんに

は、心を一つに、これまでの練習の成果を存分に発

揮してきてほしいと願います。 

残念ながらここで部活動を引退しなければならな

い選手もいます。三年間の部活動で学んだことは何 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だったでしょうか。日々の練習をしっかり積み重ね

ることの大切さ、チームで支え合い励まし合うこと

の素晴らしさなど、それら一つ一つは、この後の学

校生活に必ず生きてくるはずです。次の新たな目標

に向かって突き進んでくれることを期待します。 

 

温かな応援に感謝 

温かく熱い声援を送ってくださいました保護者の

皆様、地域の皆様、子どもたちの懸命なプレーにた

くさんの応援をいただきありがとうございました。

また、選手の送迎に車を出していただいた皆様にも、

この場を借りてお礼申し上げます。 

潟中生には、こういった全ての方々に支えられて、

精一杯プレーができたということを忘れないでほし

い、そして、そのことに感謝し、お礼がいえる人間

であってほしいと願います。 

男鹿潟上南秋地区の代表になった選手諸君の全県

大会での活躍と、潟中生全員の今後の学校生活の充

実を期待しています。フレーフレー潟中！ 
 
■■３年生の振り返りから■■■■■■■■■■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№３ 

平成２９年７月１日 

男鹿市立潟西中学校 

 女子バスケ準優勝 !! 陸上男子総合３位！    

この３日間はとても楽しかっ

たし、チームとしてもよい雰

囲気だったと思いました。た

くさんの人に支えてもらい応

援してもらった分、全県大会

でその恩を返せるように全力

で戦いたいです。（バスケ） 

県大会では、目標の23秒

台で決勝にいき、表彰台

に乗れるようにしたい。

そのために、自分で分か

っている課題を克服し

て、学校や県立大での練

習を一つ一つ集中して内

容の濃いものにしていき

たい。（陸上男子） 

 

リレーではしっかりバト

ンをつなぎ、最後まで２

位を保ってゴールできて

本当にうれしかったし、

個人のときとは別の喜び

を味わえてよかったで

す。あと１か月、毎日練

習して、自分の納得でき

るタイムを出せるよう頑

張っていきたいです。

（陸上女子） 

納得のいく結果ではなかった

がすごく楽しかった。保護者

の皆さんには毎日苦労を掛け

たので感謝したい。立派な応

援と僕たちを本気で勝たせよ

うとしてくれた指導者の方々

にも感謝したい。（野球） 

次は私達たちの出番だ。野球

応援で身に付いた音の出し方

や全員でタイミングを合わせ

ることは、コンクールでも生

かすことができると思う。野

球部の分まで最後まで私たち

もがんばりたい。（吹奏楽） 

フレー！

フレー！

潟中！！ 

頑張るぞ～おお！ 
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全日本吹奏楽コンクール県中央地区大会 

日 時 平成２８年７月９日（土） 

    本校演奏予定は１２時４０分から 

会 場 由利本荘市文化交流館カダーレ 

演奏曲 天空の騎士～吹奏楽のためのファンタジー～ 

片岡 寛晶 作曲 

ゆったりとしたテンポの箇所は緑深い森の奥地にいるよう

な、速いテンポの箇所は騎士が馬に乗り、駆け抜けるよう

なイメージを演奏で表現できるように頑張ります。 

７月の行事予定 
１ 土 男鹿駅伝競走大会 

２ 日 部活動休止日 

３ 月 ３年実力テスト 

４ 火 マナー講座 

５ 水 
ＰＴＡあいさつ運動（五里合）   

認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座     

県総体・吹奏楽コンクール激励会 

６ 木 介護体験学習 

７ 金 基礎テスト(4)  

９ 日 
吹奏楽コンクール県中央地区大会  

市Ｐ連親善キックベースボール大会 

10 月 
１年宿泊体験学習(～11日) 

２年職場体験学習(～13日) 

11 火 
３年福祉施設体験学習(～12 日) 

中学校区校外生活指導連絡協議会 

14 金 ステファニー先生お別れ会 

15 土 県中学校総合体育大会(～18日) 

17 月 海の日 

18 火 市教育委員学校訪問 

19 水 夏季休業前ＰＴＡ 

20 木 薬物乱用防止教室（３年） 

21 金 県総体・吹奏楽部報告会 休み前集会 

22 土 宮沢海岸夕陽フェスティバル巡視 

23 日 
夏季休業～8/22      

五里合地区市民運動会 

24 月 三者面談～8/4 

25 火 学校納金振替日 

30 日 日本海メロンマラソン 

31 月 小･中連携協議会 
 

 

 

 
【軟式野球】（潟上市長沼球場） 

 一回戦   潟西 １－２x 天王南（延長９回） 

        

【バスケットボール女子】（広域五城目体育館） 

予選リーグ 潟西 ６８－６３ 男鹿東  潟西 ５６－５１ 天王南 

潟西 ４６－７４ 天 王 

決勝トーナメント 

潟西 ６６－３９ 八郎潟  潟西 ４０－８４ 天 王 

＊県中総体バスケットボール大会 ７月１５日（土）～１７日（月） 

  会場：秋田市立体育館（秋田市八橋本町６丁目１２－２０） 

 
【陸上競技】（潟上市昭和・元木山運動公園陸上競技場） 

▽男子総合     第３位  

▽男子１年１００Ｍ   第１位 薄田和馬 １３″５ 

▽男子３年１００Ｍ   第１位 越前海斗 １２″２ 

▽男子共通２００Ｍ   第１位 越前海斗 ２４″５ 

         第３位 大越隆暉 ２５″２ 

▽男子共通走幅跳  第２位 薄田駿汰 ５ｍ１７ 

第３位 村上裕麻 ５ｍ１５ 

▽男子共通砲丸投  第１位 山内竣亮 １０ｍ２３ 

▽男子低学年４００ＭＲ  第３位 ５６″９谷紘輔､大越瑞生､佐々木翔唯､薄田和馬 

▽女子共通４００ＭＲ   第２位 ５７″３谷桃羽､小玉伶奈､谷あずさ､斎藤瑠香 

▽男子共通４００ＭＲ   第１位 ４８″２畠山寛多､越前海斗､大越隆暉､村井恵輝 

＜全県大会出場者＞ 

▽男子１年１００Ｍ 薄田和馬       ▽男子３年１００Ｍ 村井恵輝､畠山寛多 

▽共通２００Ｍ   越前海斗､大越隆暉  

▽男子２・３年１５００Ｍ 渡部多聞､佐藤慧一 

▽男子共通走幅跳 薄田駿汰､村上裕麻 ▽男子共通砲丸投 山内竣亮 

▽男子低学年４００ＭＲ谷紘輔､大越瑞生､佐々木翔唯､薄田和馬､渡部多聞､伊藤正宗 

▽男子共通４００ＭＲ畠山寛多､越前海斗､大越隆暉､村井恵輝､佐々木澪､薄田駿汰 

▽女子３年１００Ｍ 斎藤瑠香､清水二葉   ▽女子共通２００Ｍ   小玉伶奈 

▽女子２・３年１５００Ｍ 尾崎春菜        ▽女子共通走幅跳  谷梨里花､平戸碧 

▽女子共通４００ＭＲ谷桃羽､小玉伶奈､谷あずさ､斎藤瑠香､清水二葉､吉田結奈 

＊全県大会出場は市郡代表６人までで､リレーを除いて一人１種目です。 

＊県中総体陸上競技大会 ７月１６日（日）～１８日（火） 

  会場：県立中央公園県営陸上競技場（秋田市雄和椿川駒坂台４－１） 

相撲の３人に大きな期待！ 
 

 日々激しい稽古に立ち向かう３人。 

今後出場する大会をお知らせします。 

秋田県中総体相撲大会      

７月１５日（土）秋田県立武道館 

    出場 １年 石川  凰 

秋田県女子相撲選手権大会 

８月１１日（金）秋田県立武道館 

    出場 ２年 石川 玲愛 

       ３年 石川 乃愛 

     

  

一緒に防災を考えませんか？ 
                                     

本校では、「地震･津波から命を守るた

めに普段からすべきこと」をテーマに保

護者や地域の方と一緒に防災について学

ぶ研修会を行います。どなたでも参加で

きます。是非潟西中学校へお出でくださ

い。    

日時 ７月６日（木）13:30～15:00 

会場 潟西中学校 １年ホール 

講師 秋田大学教授 水田 敏彦先生                                

６月の潟中 Topics 
 
◆１日 寒風山登山 
咳症状の治まらない生徒が多いため、今年度の

寒風山登山は、残念ながらバスによる「登山」と

なりました。午前中に訪れたＧＡＯ、八望台、そ

して寒風山と男鹿の観光地を巡り、中学生の視点

から「男鹿の魅力」を再発見する充実した時間と

なりました。また、ふるさとの将来について思い

をめぐらすきっかけにもなりました。 

 

 

◆６日 いじめ撲滅集会 
体育館に全校生徒が集結し、いじめのない学校

を目指し集会を開きました。１２の縦割り班で３

年生が中心となって話し合った「いじめゼロ宣

言」を全校生徒に向けて発信し、「決していじめ

をしない、決していじめを許さない」という強い

気持ちをみんなで確認しあいました。 
   
 

 

 


