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本校教育目標：ふるさとに根ざし 明るく たくましく生きる生徒の育成

第１回ＰＴＡ・部活動後援会合同役員会開催
～Ｐ(プラス)になる Ｔ(楽しく) Ａ(明るい)活動を目指します～
１０日（土）のＰＴＡ・部活動後援会総会を受けて，２２日（木）にＰＴＡ・部活動後援
会合同三役会，２７日（火）にはＰＴＡ・部活動後援会合同役員会を開催し，今年度のＰＴ

Ａ活動や部活動運営について話合いがもたれました。今年度役員になられた皆様，どうぞ１
年間よろしくお願いします。
今年度の活動テーマは，『子どものために，親のために，教師のために，「Ｐ」プラスに
なる「Ｔ」楽しく「Ａ」明るい活動をしよう』です。三者（子ども・親・教師）のためにな
るよう，ＰＴＡ会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。

【令和３年度ＰＴＡ役員】 【令和３年度部活動後援会】

会 長 □佐々木晃吉(１－１大地) 会 長 ☆本間 里史(３－１雅悠･１－２愛埜）

〇伊藤 政利(３－２伸哉･１－２大記） □畠山 聡(２－１想葉）

副会長 ◇奈良 直幸(３－２あかり) 副会長 〇武田 恵美(２－２日和)

渡部 鋼喜(校長) 渡部 鋼喜

扇田
支部長 ◇曲田 源章(３－１希輝) 野 球 伊藤 政利(３－２伸哉･１－２大記）

支部委員 ☆菊地 佳子(２－１一志) 親 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 畠山 慶長(３－１華乃)

西館
支部長 ☆松澤 公子(３－２颯太) の 水 泳 小林 佳一(３－２興平)

支部委員 ◇長谷部雅子(２－１雄也) 会 陸上競技 本間 慎(３－２黎･２－１全）

東館
支部長 □佐藤 勝嘉(２－２嘉翔） 会 卓 球 野呂 貞夫(３－２柊哉)

支部委員 □渡辺 友望(３－２柊翔） 長 ｿﾌﾄﾃﾆｽ男 松澤 哲也(３－２星夏・１-２優)

委員長 〇千葉 春江(１－２穂佳) ｿﾌﾄﾃﾆｽ女 吉原 圭作(３－１花)

１年 副委員長 〇小田 基士(１－２春輝) 吹奏楽 明石真奈美(３－２真里)

学 委員 ☆柴田 美香(１－２康生) ○研修部 部長 畠山ルミ子(３－２龍之介)

年 委員長 ◇田中 政樹(２－１優李果) ◇保健体育部 部長 曲田 源章(３－１希輝)

委 ２年 副委員長 ○長田美由紀(２－１采杷) □環境整備部 部長 佐藤 勝嘉(２－２嘉翔）

員 委員 ☆渡部真理子(２－１璃輝都) ☆生活指導部 部長 松澤 公子(３－２颯太)

委員長 □髙松 玲奈(３－１蓮）

３年 副委員長 〇畠山ルミ子(３－２龍之介)

委員 ◇金谷 靖子(３－２優愛子)

菅原江梨子(３－２倫子)

会計監査 畠山 郁香(１－１那寛）

藤原 典子(１－２煌太）

旧三役のみなさんありがとうございました。新三役

のみなさん，よろしくお願いします。(ＰＴＡ・部活
動後援会総会より）

各活動部ごとに今年度の活動計画を立てま

した。（ＰＴＡ・後援会合同役員会より）



４／８ 新入生を迎える会

先輩方が委員会や部活動紹介を行いました。比

内中学校讃歌の合唱もあり，１年生は先輩方の歌

声に圧倒されていました。

４／１０ ＰＴＡ授業参観

学級活動や道徳の授業を行いました。グ

ループ活動や話合い活動を通して，新しい

仲間とも打ち解けてきました。お忙しい

中，ご来校いただきありがとうございまし

た。

４／２０ 部活動総会

１年生の新入部員を迎えて，正式にスター

トしました。部員同士切磋琢磨して，個人の

目標やチームの目標を達成させてほしいと思

います。

４／２０ 議案書討議

生徒総会に向けて，各学級で活発に話し合

いました。１年生は初めてなので，先輩たち

が各教室で手伝ってくれました。

４／２２ 運動会を成功させよう集会

３年生が行進と長縄の模範を見せてくれま

した。さすが３年生！まだまだ練習が始まっ

たばっかりですが，とてもいい動きでした。

４／２２ 運動会を成功させよう集会

色別応援パフォーマンスも練習しました。

３年生がリーダーとなって，１・２年生に教

えました。



２７日（火）に前期生徒総会を行いました。すでに，各専門委員会の活動も軌道にのり，伝統

を受け継ぎながらよりよい比内中を創っていこうとする気持ちを共有する会となりました。前期

生徒会のスローガンは，「飛翔～飛び立つ先には明るい未来～」です。このスローガンは，昨年

度の「１uｐ～君ならできる 可能性は無限大～」をさらに進化させ，さらに高い所を目指してい

けば，比内中生が経験したことのない世界に到達することができるのではないかという思いが込

められています。それが，前期の活動目標「変化し続ける生徒会」にも強く表れています。全校

生徒１８５名が，明るい未来を目指して前へ力強く進んでいきますので，ご声援・ご協力をお願

いします。

前期専門委員長のみなさん 質問だけでなく，提案や意見もたくさんありました

◇令和３年度 前期生徒会役員・各学級委員長◇
【会 長】 本間 雅悠（３－１） 【生 活】 多賀谷歩楓（３－２）

三 役
【副会長】

伊藤 伸弥（３－２） 【体育･文化】 髙橋 悠斗（３－１）

佐藤 柚葉（３－１） 【環境整美】 小林 興平（３－２）

【事務局長】 菅原 倫子（３－２） 【給 食】 渡辺 彩代（３－１）

【議 長】
阿部羽々瑠（３－１） 専門委員長 【放 送】 吉原 花（３－１）

武田さくら（３－２） 【保 健】 金谷優愛子（３－２）

【書 記】
宮澤 蓮（３－１） 【図 書】 曲田 叶夢（３－２）

事務局 髙橋 美優（３－２） 【学 習】 明石 真里（３－２）

【事務局員】

千葉 唯斗（２－１） 【ふるさと】 関本 玲奈（３－２）

千葉 鈴奈（２－１） 佐藤 聡介(１－１) 渡辺 一花(１－２)

北村 悠稀（２－２）
学級

安保 琉雅(２－１) 片岡 光(２－２)

石田 葵（２－２）
委員長

佐藤 有希(３－１) 小松 颯桜(３－２)

比内中学校は今年で５２歳の誕生日を迎えます。始まり

は，昭和４５（１９７０）年，旧比内町にあった東館・西

館・大葛・扇田中学校の４校が統合し全校生徒１，２８０

名の「比内町立比内中学校」として発足しました。平成１

７（２００５）年の市町村合併により，現在の「大館市立

比内中学校」と改称され，現在に至っています。これまで

の卒業生は，約８，６００人です。１日は親子早朝奉仕作

業が行われます。歴史の重みを感じながら奉仕作業を頑張

ってほしいと思います。 創立当時の比内中校舎



親子早朝奉仕活動があります ５/１(土） 6:55～7:45 校舎周り整備作業

◆比内中生の活躍･･･大北春季大会等の結果 入賞おめでとう！◆

９／９（水）に案内を配付しました。ご協力，よろしくお願いします。

９／９（水）に案内を配付しました。ご協力，よろしくお願いします。

４／１６（金）に案内を配付しました。ご協力，よろしくお願いします。

★大北春季大会（４月１７・１８・２４日）
＜野球（北秋田市中央公園野球場・達子森野球場）＞
◇１回戦 延長８回 サヨナラ勝ち

●北 陽 ０００ ０００ ０１ １

○比 内 ０００ ０００ ０２× ２

◇２回戦

○鷹 巣 ００１ ０３０ １ ５

●比 内 ０００ ０００ ０ ０

＜バレーボール（グリアス田代）＞
◇予選リーグ敗退 ０勝２敗

●比 内０－２鷹 巣○

●比 内０－２大館一○

＜ソフトテニス（高館公園テニスコート）＞
◇男子団体１回戦 ●比 内１－２北 陽○

◇男子個人戦 ベスト８ 米澤 湘也・畠山龍之介ペア

◇女子団体１回戦 ●比 内１－２国 情○

◇女子個人戦 ２回戦までで敗退

＜卓球（タクミアリーナ）＞
◇男子個人戦 第５位 野呂 柊哉 ※全県出場

◇女子個人戦 第５位 髙橋 美優 ※全県出場

★河田杯マラソン・
大北ロードレース大会（４月１７日） 北欧の杜公園
◇女子３ｋｍ 第７位 畠山 想葉

１８日(火) ３年修学旅行～２０日
(岩手県・秋田県南方面)

１年農業体験（弁当持参）
１９日(水) ２年職場体験学習（弁当持参）

１日(土) 開校記念日 親子早朝奉仕活動 １年達子森登山
２日(日) 市民陸上大会 ２２日(土) 大北交歓陸上競技大会
３日(月) 憲法記念日 ２４日(月) ＡＬＴ来校～２８日
４日(火) みどりの日 ２５日(火) 職員会議
５日(水) こどもの日 ２６日(水) フッ化物洗口開始
７日(金) 運動会予行・準備 大北Ｐ連総会 ２７日(木) ３年全国学力・学習状況調査
８日(土) 運動会（午前で終了 12:30完全下校） 尿検査② ＳＣ来校

１０日(月) 振替休業日（８日運動会） ２８日(金) 第１回比内地区小・中連携研究会
１１日(火) ＡＬＴ来校～１４日 （比内中会場)

専門委員会 リフレッシュデー
１３日(木) 歯科検診(２年,３－１) ＳＣ来校 学校徴収金振替日
１４日(金) 歯科検診(１年,３－２） ３１日(月) 内科・結核・運動器検診
１５日(土) 全県春季大会（卓球）～１６日
１７日(月) ３年修学旅行結団式


