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令和３年度 始業式・入学式

210名の新入生を迎え、全校生徒592名
で秋田北鷹高校の令和３年度がスタートし
ました。
４/6の入学式では一関智子校長から、心
がけてほしいこととして「高い志をもって挑
戦すること。挑戦の繰り返しから、目標達成
のための工夫や努力が生まれる。」「互い
に切磋琢磨し、競い合いながらも支えあう
友人は、生涯かけがえのない存在。」と助
言をいただきました。また、挑戦のすべて
が成功すると限らないが、人の心を大きく
成長させてくれる。と式辞がありました。

4/5（月）伝達表彰式
令和３年４月２２日

秋田北鷹高等学校

総務部

4/5始業式のあと生徒
会による伝達表彰式が
行われました。IHスキー
男子リレー、女子リレー４
位、全国選抜スキー入賞
者、および全国選抜高
校相撲大会入賞者の伝
達表彰式が行われました。

４月 行事予定

21 水
生徒総会（４校時）
あいさつ運動①～23日

22 木

23 金
第１回全統マーク模試（放 3年）
内科検診①（3年）

24 土第1回全統マーク模試（3年） 春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大
会（潟上市）春季卓球選
手権（秋田市）25 日

26 月
県北総体壮行会（５校時）
第1回公務員模試（3年）

27 火体育祭準備、尿検査①

28 水体育祭

29 木昭和の日
山田記念ロードレース（大
館市）剣道段別選手権
（秋田市）

30 金代休4/17

５月 行事予定

1 土
全県かるた競技会（～２北
秋田市）

2 日
春季県北野球（～8能代
市）

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日

5 水 こどもの日

6 木 内科検診②（3年5校時～）

7 金 県北総体（～10）
弓道地区総体（～8秋田
市）県北総体ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
（～9北秋田市）

8 土

9 日 吹奏楽部定期演奏会

10 月

11 火
野菜苗一般販売（Ｎ科）
10周年全校写真（4校時）

12 水
到達度テスト説明会（1年4校
時）
内科検診③（2年5校時）

13 木 内科検診④（2年5校時）

14 金
春季全県野球（5/14～
17秋田市・横手市）

15 土 第1回看護医療模試（3年）

16 日

17 月 第2回公務員模試（3年）

18 火

19 水 中間考査

20 木 中間考査

21 金 中間考査 英語検定（一次）

22 土
春季全県野球（～23秋田
市）

23 日

24 月 教育実習(～6/11）

25 火
あいさつ運動②～27日
演習林実習（1R全員)

26 水
全県総体壮行会（4校時）
尿検査② 避難訓練

27 木 英検ＩＢＡ（２，３年）

28 金
進研マーク模試（3年）
耳鼻科検診①（1年13:00～）

全県総体陸上(～31秋田
市)

29 土 進研マーク模試（3年） 全県総体サッカー

30 日

31 月 耳鼻科検診②（1年13:00～）

写真は３月に高知県で行われた全国高校選抜相撲大会で団体３位入賞し
た相撲部。右から児玉優翔（3R）、齋藤貴仁（3R）金田魁斗（3R）柴田林太
（2A）田子麻聖（2B）

新入生を代表して工藤晃士さんが「１０周
年の節目の年に新たな一員となることを誇り
に思う。自律・創造・共生の校訓を意識して、
様々な分野で活躍できるよう努力します。」
と宣誓しました。

〔１月～３月各部上部大会の活躍〕
スキー部
インターハイ 男子リレー４位 女子リレー４位
全国選抜 男子10kmﾌﾘｰ 10位山田龍輔(卒)

女子5kmﾌﾘｰ 4位山田智子(3A) 6位畔上凜花(3A)
10位近藤さくら(3D)

女子10kmｸﾗｼｶﾙﾏｽｽﾀｰﾄ 4位畔上凜花(3A) 10位近藤さくら(3D)
男子1.2kmｸﾗｼｶﾙｽﾌﾟﾘﾝﾄ 2位堀部慈生(卒) 5位大坂陽斗(2D)
女子1.2kmｸﾗｼｶﾙｽﾌﾟﾘﾝﾄ 3位畔上凜花(3A) 4位山田智子(3A)

フェンシング部
北海道･東北大会 学校対抗

男子ﾌﾙｰﾚ優勝 秋林浩平(3A) 菅原陸(2D) 三浦悠成(2B)
森悠偉(2D) 松橋凜(2D)

女子ﾌﾙｰﾚ優勝 中嶋静流(3C) 長崎昇子 長崎東子(3D)
神成彩音(3N) 永井未寿稀(2D)

女子エペ優勝 長崎東子(3D) 山田美紗稀(3B) 中嶋静流(3C)
永井未寿稀(2D) 安部真心(2N)

女子ｻｰﾌﾞﾙ優勝 長崎昇子(3D) 神成彩音(3N) 近藤菜々子(3C)
畠山麗奈(3A) 三浦優莉愛(2B)

相撲部
全国選抜 団体３位 個人５位児玉優翔



校歌練習

4/8･9の2日間、吹奏楽部、生徒会役員の指導により、１年生の校歌練
習が行われました。マスクを着用しての発声は、難しい様子でしたが、
短期間で校歌を覚えられたと思います。4/12には、全校での校歌練習
を行いました。今年度は、校内行事だけでなく、野球応援などでも全校
で歌う機会に恵まれるよう願っています。

部活動紹介

4/17ＰＴＡ・教育振興会総会にあわせ、授業参観・ＰＴＡ進路講演会・学
年PTA・学級懇談会が行われました。
授業参観には120名を超える保護者の皆様にお越しいただきました。
ＰＴＡ進路講演会は、講師を仙台から招待する計画でしたが、仙台市の
新型コロナウィルス感染拡大状況から、リモート講演となりました。学校では、
生徒２会場（第１アリーナ・大講堂）、保護者２会場（会議室・２階選択教室）、
講師の仙台会場の計５会場をつないでのリモート講演会となりました。時間
の都合上、質疑応答ができませんでしたが、コロナ禍の新しい学習形態と
して、リモートでの会議や学習会、面接試験などに対応する環境を保護者
の方々にも体験していただく場となりました。

運動部・文化部の部活動紹介が行わ
れました。4/20以降、新入部員を迎え
て、本格的に３学年がそろって各部の
活動がスタートします。

令和３年度ＰＴＡ・教育振興会総会 ＰＴＡ進路講演会 学年ＰＴＡ 学級懇談会 授業参観

各部の春季大会が行われ、活躍が報告されています。５月連休明けの5/7からは地区総体が開催されます。
5/7は2時間特別時間割の予定です。また、吹奏楽部の定期演奏会が5/9に北秋田市ファルコンで行われます。

令和３年度の役員の方々を紹介い
たします。
欠席された保護者の方には、生徒
をとおして資料を配付しましたので行
事や予算についてご確認いただきた
いと思います。また、創立１０周年記
念事業の概要についても紹介してお
ります。
4/28１０周年記念体育祭、5/11全
校空撮、6/16花巻東高校招待野球
試合、6/1910周年記念北鷹祭を計
画しております。
新型コロナウィルス感染状況によっ
て開催が厳しい状況のものもあると思
いますが、可能な限り生徒が活躍す
る場を大切にしたいと考えています。
体育祭については生徒・職員での開
催を計画しております。

令和３年度 ＰＴＡ役員 令和３年度 教育振興会役員
役職 氏名 役職 氏名

会長 湊屋 啓二 会長 小塚 重光
副会長
(母親委員)

木村 千春 副会長 村上 洋子

副会長 柴田 和幸 副会長 佐藤 将人
副会長 中嶋 勇人 副会長 三輪 良雄
副会長 金森 秀信 副会長(校長) 一関 智子
副会長(校長) 一関 智子 監 事 松前谷信行
監事 菊地 聖悦 監 事 小笠原 寿
監事 野崎 祐 監 事 松橋 吉昭
監事 櫻田 希 監 事 相馬八千代

監 事
(ＰＴＡ監事)

野崎 祐

敬称略


