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いよいよすずかけ祭

すずかけ祭２０１６のテーマは次のとおりです。

わ！

～和の心で笑顔の輪をつくろう～

生徒会執行部がはやくから決めて，体育館正面に

一文字として掲示しています。図柄・構想は美術部，

字を書いてくれたのは３年生の藤原瑠南さんです。

この「つながり」を示す「和」「輪」で，どんなつ

ながりが見られるか，是非ご来場いただき，味わっ

てほしいと思います。

すずかけ祭 合唱コンクール

10月8日(土)に「２０１６すずかけ祭 合唱コン

クール」が大仙市中仙の「ドンパル」にて開催され

ます。

昨年より，生徒たちの奮闘を，より環境の素晴ら

しいホールでということで，ドンパルを会場に開く

こととしました。

合唱コンクールに向けては，どの学級も朝の７時

半，お昼休み，そして放課後と，学級が一つになっ

て取り組んで来ました。この取組の成果が，土曜日

に発揮されますので，皆様お誘いあわせの上，ご来

場くださるよう，よろしくお願いいたします。

演奏順番と各学級の曲目は次のとおりです。出演

は２年生，１年生，３年生の順番です。

☆２年生 課題曲 「時の旅人」

作詞 深田じゅんこ 作曲 橋本祥路

１ Ａ組 「モルダウ」作詞 岩川三郎 作曲 スメタナ

指揮 三浦翼空さん

伴奏 渡邉菜月さん

２ Ｃ組 「春に」 作詞 谷川俊太郎 作曲 木下牧子

指揮 加賀谷志津

伴奏 大石 花さん

３ Ｂ組 「心の瞳」作詞 荒木よしひさ 作曲 三木たかし

指揮 内藤稜汰さん

伴奏 菅原 凜さん

☆１年生 課題曲 「マイ バラード」

作詞・作曲 松井孝夫

４ Ｃ組 「夏の日の贈りもの」作詞 高木あきこ 作曲 加賀清孝

指揮 佐藤日向さん

伴奏 大石天さん 津村ひかりさん

５ Ａ組 「君をのせて」作詞 宮崎駿 作曲 久石譲

指揮 櫻庭涼音さん

伴奏 仙波実々子さん

６ Ｂ組 「Ｂｅｌｉｅｖｅ」作詞・作曲 杉本竜一

指揮 髙村徳幸さん

伴奏 石郷岡李乃さん 辻 雛さん

７ Ｄ組 「怪獣のバラード」作詞 岡田冨美子 作曲 東海林修

指揮 佐々木瞬さん

伴奏 佐々木美祐さん吉田涼音さん

☆ ３年生 課題曲「流浪の民」

作詞 Emanuel Geivel 作曲 R.Schumann
８ Ｂ組 「大地讃頌」作詞 大木敦夫 作曲 佐藤眞

指揮 松本理さん

伴奏 相場りこさん

９ Ｄ組 「信じる」作詞 谷川俊太郎 作曲 松下耕

指揮 髙橋ひまわりさん

伴奏 倉持智恵子先生

10 Ｃ組 「名づけられた葉」作詞 新川和江 作曲 飯沼信義

指揮 戸嶋宏樹さん

伴奏 安杖侑さん

11 Ａ組 「聞こえる」作詞 谷川俊太郎 作曲 木下牧子

指揮 稲垣美津さん

伴奏 倉持智恵子先生

12 オーケストラ部 「結」作詞：miwa 作曲：miwa

編曲：佐藤賢太郎作詞

指揮 加賀谷志津さん

伴奏 相場りこさん 大石花さん

なお，合唱コンクール開会式は10時からとなり

ます。演奏開始は10時10分，終了は12時10分を

予定しております。

すずかけ祭２０１６

10月9日(日)に「すずかけ祭２０１６」が開催さ

れます。ステージ演目は次のとおりです。

◇午前

１ はじめのあいさつ 9:25
２ 学年合唱 9:30
３ 英語暗唱弁論発表 9:50
４ 科学部発表 10:05
５ 美術部発表 10:20
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６ 郷土芸能発表 10:30
龍神太鼓 飾山囃子 角館小唄

７ １・2年生劇 11:00
◇午後

８ 学校長あいさつ 12:40
９ オーケストラ部演奏 12:45
10 ３年生劇 13:25
11 全校合唱 14:25

「大いなる秋田」

12 おわりのあいさつ 15:05

校内の催し物は次のとおりです。

・科学部展 ・生徒作品等の展示

・国際交流展 ・部活動展

・生活福祉部展 ・屋台

・美術部展 ・実行委員会企画 など

また，食堂・喫茶は10時15分～13時30分に行

います。食券は玄関で販売しておりますので，ご利

用ください。

樺細工作品完成

希望者22名ではじめた樺細工クラブで，伝統工

芸士の皆さんに最終チェック，ならびに加工を受け

た作品が10月４日(火)に納品されました。

シダレザクラの模様を描いた樺細工の実物は見事

で，しばらくうっとりと見とれてしまいます。

この作品をつくってくれた本校22名の皆さん，

そして樺細工伝統工芸士，関係者の皆さん，本当に

ありがとうございました。校内に飾って全校生徒，

地域の方々と鑑賞したいと思います。

ふるさとあきたラン2016 快走

10月2日(日)，ふるさとあきたラン2016が大館

市で開催されました。本校からは中学生部門で，３

年生の青山澪さん，藤原舞さんが走りました。青山

澪さんは，1２位でたすきをもらい，その後9人抜

き，３位で舞さんに渡しました。舞さんは３位でも

らったたすきをその順位を維持して３位のままたす

きを渡しました。青山さんは，区間賞に１秒差に迫

る快走を見せてくれました。二人の頑張りが光る駅

伝となりました。応援してくれた皆様，ありがとう

ございました。

わか杉チャレンジフェスティバル

10月１日(土)，大曲中学校で「わか杉チャレン

ジフェスティバル２０１６」が開催されました。本

校からは，2年生３名，3年生8名が参加し（全体

で大曲仙北の小中学生46名参加），２時間，難問に

挑戦しました。

今年の中学生の問題を少しだけ紹介します。

電卓は使用しても良いことになります。

平成28年度 わか杉チャレンジフェスティバル

Ⅰ 次の(1) ～(3) の問いに答えなさい

(1) ２１０ の一の位の数を求めなさい。

(2) １５＋２５＋３５＋４５＋５５＋６５＋７５＋８５

＋９５ の一の位の数を求めなさい。

(3) ｍ，ｎが自然数のとき，①，②の問いに答

えなさい。

① ｍ，ｎが１桁の自然数で，ｍｎ＋１が⑩の

倍数となるようなｍ，ｎの値のは何組ある

か，答えなさい。

② ｍ，ｎが20以下の整数で，ｍｎ＋１，ｎｍ

＋１がともに１０の倍数となるようなｍ，

ｎの値の組の中で，ｍｎ＋１が最も大きくな

る時のｍ，ｎの値を求めなさい。

Ⅱ カードゲームの問題

Ⅲ 久保田城から座標の問題

Ⅳ ルーローの三角形の問題

Ⅴ あみだくじの問題

Ⅶ さいころの問題（展開図や立体での関係）

現在，採点を行っていますが，例年よりも正答率

が高かったです。受験した生徒は解答が帰ってくる

のが楽しみです。

問題を全てほしい方は，校長室までおいでくださ

い。

◎ 第11回仙北市ソフトテニス大会 10月２日

・第２部 第３位 茂木琉生さん村瀬僚さん

・第３部 第１位 武藤来波さん殿川のの子さん

第２位 上野綺音さん大信田ほのかさん

第３位 柏谷真愛さん戸澤千華さん

◎ ＪＡ共済県小中学生交通安全ポスターコンクール

・中学1年 銀賞 鈴木 愛唯 さん


