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快挙！田沢湖一周駅伝競走大会
女子優勝，男子準優勝
おめでとうございます

8月30日(火)，台風10号の脅威が迫る中，朝か
ら快晴に恵まれた田沢湖畔で，今年度の田沢湖一周
駅伝競走大会が開催され，角館中学校は「チーム角
中」を合い言葉に，女子Ａチームが優勝，男子Ａチ
ームが準優勝，そして男子Ｂチームも７位入賞を果
たしました。
開会式は降雨を予想して，ホテル湖心亭の「龍神

の間」で行われました。各学校男女１名ずつの代表
で，選手宣誓は，
本校の藤原舞さ
んが，堂々と心
に残る言葉を述
べてくれまし
た。
閉会式も，降

雨のため，朝の
部屋の隣のステ
ージ付きの部屋
で行いました。
これも各校代表
での式となりま
した。
上位６チーム

が全県駅伝大会
9月18日に駒
を進めることと
なります。夏休
み中の練習，選
手で参加した生
徒もそれを支えてくれた生徒も一丸となった結果だ
ったと思います。県大会では，大きな目標に向かっ
てさらに奮起を期待しています。

◎第46回大曲・仙北田沢湖一周駅伝競走大会
（ ）内の数字は（全体順位・区間順位）です。

○は学年です。
・男子 20.6km 26チーム参加
Ａチーム 準優勝 １時間７分36秒
１区 2.5km草彅魁②8分26秒(２・２)
２区 2.4km髙橋弘翔②7分43秒(２・４)
３区 2.7km 髙橋太陽③8分40秒(２・１)区間賞
４区 3.0km髙貝柊斗②9分58秒(２・２)
５区 3.3km能美勇樹②10分57秒(２・３)
６区 3.2km能美力也②11分15秒(２・２)
７区 3.5km 青山澪③10分37秒(２・１)区間賞

Ｂチーム ７位 １時間11分23秒
１区 2.5km茂木里久③8分38秒(４・４)
２区 2.4km平澤秀太郎②7分48秒(４・６)
３区 2.7km山谷颯大③９分９秒(３・５)
４区 3.0km古郡愛斗①10分36秒(４・11)

５区 3.3km竹内胤人①11分15秒(４・８)
６区 3.2km渡邊大成①11分51秒(５・11)
７区 3.5km猪本海②12分06秒(７・７)

・女子 12.6km ２５チーム参加
Ａチーム 優勝 45分34秒
１区 2.0km 田中璃桜②6分43秒(１・１)区間賞
２区 2.5km 戸澤実侑①９分32秒(１・３)
３区 2.4km 大澤ゆき乃②８分33秒(１・１)区間賞
４区 2.7km佐藤里緒②9分43秒(１・２)
５区 3.0km藤原舞③11分03秒(１・４)

Ｂチーム 16位 51分34秒
１区 2.0km戸村ほのか③７分07秒(12・12)
２区 2.5km 黒山藍伽③11分43秒(21・22)
３区 2.4km 佐々木美祐①９分47秒(18・16)
４区 2.7km鈴木香菜①10分45秒(17・11)
５区 3.0km米澤美紅③12分12秒(16・14)

英語暗唱弁論大会 弁論の部 最優秀賞
おめでとうございます

8月26日(金)，美郷町で開催された「平成28年
度大曲仙北英語暗唱弁論大会」の弁論の部で，本校
の野村京平さんが，最優秀賞を受賞しました。
最優秀賞は，昨年の戸澤彩さんに続き連覇となり

ます。秋田県大会は9月15日です。更なる飛躍を
期待いたします。

◎平成28年度 大曲仙北英語暗唱弁論大会
弁論の部 最優秀賞 野村京平さん
「Oxygen,Carbon,Hydrogen（酸素，炭素，水素）」
暗唱の部 優良賞 畠山華歩さん
「Can Anyone Hear Me？（おーい！）」

野村さんの弁論の概要について
題名「Oxygen,Carbon,Hydrogen（酸素，炭素，

水素）」
皆さんはニホニウムという言葉を聞いたこと

がありますか？これはスマフォのポケモンでは
なく，日本の科学者によって発見された新しい
元素です。
今日，私は，元素について話してみます。私

が最初に元素について学んだのは小学校5年生
のときでした。父が私に元素の周期表をくれま
した。今，その周期表は科学についてもっとも
好きなものになっています。
元素が分割されて原子になることを知ってい

ましたか？
この後，私たちも隣の友人も原子でできてい

ること，太陽からものすごい量の水素が放出さ
れていること，などが述べられます。
そして，不幸なことに，この元素を戦争や武

器のために使う人々がいることに言及します。。
この元素をどのように使うのか，それを隣人と
相談していけば素晴らしい関係ができてくると
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思うのですが。
野村さんは，将来，科学者になって自分の名

前が付いた元素が発見できるかどうかは分かり
ませんが，人々を憎むためではなく救うために
元素を見つけたいと思います。そして世界平和
のために世界を変えていきたいと思います，と
述べています。

３年生大学訪問，宿泊体験学習

田沢湖一周駅伝競走大会の興奮が冷めない，翌日

から（8月31日～9月１日），３年生は大学訪問，
そして宿泊体験学習の１泊２日の小旅行に出かけま

した。
初日は，３つのコースに分かれて大学訪問をしま

した。

・秋田方面－日本赤十字秋田看護大学，秋田県立大
学，秋田公立美術大学

・盛岡方面①－盛岡大学，岩手大学
・盛岡方面②－岩手大学，盛岡大学

それぞれの大
学で最初は座学
での講義を聴き，

次は校舎内を案
内してもらいま

した。学生食堂
でのお昼が楽し

かったようです。
一人で二つの大学を訪問し，大学の内容，違いな

どを学習しました。

その後，田沢湖スポーツセンターに到着し，セン
ターの大歓迎を受け，入所式，食事，夜の活動（研

修のまとめ）となりました。
二日目は，田沢

湖畔の「たつこ像」

まえで学級写真を
撮影後，しらはま

までの半周ウォー
キングを行いまし

た。ほとんどの生
徒が完歩しました。しらはまで昼食をとってから，
クリーンナップを行いました。

そして，学校に戻ってきました。
解散式の生徒感想発表では，この体験を次の生活

や自分の進路に生かしたいとしながらも，初めは，
なんで中学生で大学なんだ，という疑問をもってい

たが，訪問してみて初めて，自分の将来とどう関わ
ってくるのかイメージできた感じがしてとても有意
義な訪問になった，とありました。

秋田県では「キャリア教育の視点を重視したふる
さと教育」の推進をかかげています。３年生は，１

年生のときに，秋田市での職場訪問・宿泊体験，２
年生で職場体験・専門学校訪問，そして今，大学訪

問と，キャリア教育の流れの中でふるさと仙北市を
見つめながら学習してきました。この後，「高い志
をもち，ふるさとを支えるとともに，グローバル社

会で活躍できる人材の育成（「第2期ふるさと秋田元気
創造プラン」から）にあるように，常に「高い志」を

もって中学校卒業，そしてその後の人生を生きてい
ってほしいと思います。

翠星ブラッシュアップ

9月2日(金)，２年生の翠星ブラッシュアップが
ありました。
３名の発表と３名の感想発表でした。テーマは「夏

休みの思い出と今後に向けて」です。
○Ａ組 三浦翼空さん
今年の夏休みはとても楽しい休みとなりました。

しかし，反省点もあります。夏休みの課題チェック
日がありましたが，その日ぎりぎりまで課題を伸ば
してしまったことです。今後は，新人戦で頑張りた
いと思います。私は，剣道部に所属していて部員が
３人しかいませんが，５人いる学校とも対等に戦い
たいと思います。
○Ｂ組 内藤稜太さん
夏休み中は，普段できなかった家族との旅行を行

いました。とても楽しかったです。また，勉強も頑
張りました。中間テストが余り良くなかったので，
夏休み明けテストにかけました。結果は良かったで
す。来週，期末テストがありますが，更に頑張りた
いです。
○Ｃ組 田中璃桜さん
私の夏休みはほとんど部活動の日々でした。高校

生の皆さんが練習に来ていただき，とても良い練習
になりました。また，角館中学校のＯＢなども来て
くれました。とても感謝しています。その先輩たち
にチームや個人の課題を直してもらいました。新人
戦では，サマーリーグで優勝できなかったので，是
非，優勝を目指して頑張りたいです。

感想発表の３名は，村方将太さん，藤田大翔さん，
戸澤凌一さんでした。3名とも，課題チェック日ぎ
りぎりの提出，そして新人戦に向けて奮闘したい，
という感想でした。
最後に仙北市民歌３番まで歌って終わりました。

◎平成28年度 全国中学校体育大会 第47回全国
中学校柔道大会 新潟大会
8月19日リージョンプラザ上越 （新潟県）

・個人戦 女子５７ｋｇ級 松本唯さん１回戦惜敗
（相手は兵庫県西代中学校2年溝下琴祈さん）
◎バレーボールこけし杯大会
予選 1位 8月6日(土)
角館○２－０●生保内
角館○２－０●神代
角館○２－０●大曲西
本戦は9月3日(土)南外体育館で

◎野球サマーリーグ大会 8月６日(土)～7日(日)
角館○３－１●神代
角館○８－０●豊成・桧木内
角館○６－１●中仙
角館●９－１０○太田

◎バスケットボールサマーリーグ大会
8月20日(土)～21日(日)

・男子 準優勝
予選リーグ 角館○４０－３０●美郷

角館○４８－３１●西仙北
決勝 角館●１８－３６○中仙

・女子 準優勝
１回戦 角館○５６－２８●美郷
準決勝 角館○５３－３７●仙北
決 勝 角館●１８－３６○大曲

◎平成28年度角館中学校招待親善野球大会 優勝
8月27日(土)～28日(日)

・予選リーグ 角館○４－３●西仙北
角館○４－１●八竜

・決 勝 角館○５－３●大曲


