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令和３年９月２８日

秋田北鷹高等学校

総務部

１０月１６日（土）

創立１０周年記念式典

創立記念講演
講演者：押尾川親方（元関脇 豪風）

令和３年 １０月行事予定

1 金
ベネッセ駿台記述模試（3年）
英語検定（一次）

2 土ベネッセ駿台記述模試（3年）

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金
中間考査
県北新人卓球（～10グリアス田代）

9 土

全国高校選抜金沢大会（金沢市）
全県新人かるた（交流センター）
全県新人ソフトテニス（～10大館市）
県北新人剣道（大館市）

10日

11月中間考査

12火中間考査

13水
あいさつ運動⑦～15日
進路別ガイダンス（5･6校時 2年）
全学年④↔⑤

14木
プレゼンテーションスキル講座
（⑤2年課題研究）

15金県北地区高校演劇コンクール（～17ﾌｧﾙｺﾝ）

16土 10周年記念式典

17日全統マーク模試（3年 於:大館国情）

18月記念式典代休 全統マーク模試（3年）

19火

20水薬物乱用防止教室（全校 ４校時）

21木
SC来校
全国高等学校バレーボール選手権秋田県予
選会（～24由利本荘市）

22金
三重とこわかソフトテニス2021大会（～２５
鈴鹿市）

23土
県高校駅伝（～24秋田市）
県北新人柔道（北秋田市）
全県新人弓道（～25秋田市）

24日

25月
学習状況調査（１･２年）
プレゼンテーションスキル講座（⑤１年総探）

26火
ＳＰコース出前講座（栄養）
１年生演習林実習（森林コース）
ＦＦＪ農ク全国大会（～28兵庫県）

27水献血（午前） 避難訓練④

28木

29金

30土全県新人サッカー（～11/2）

31日

国体ｿﾌﾄﾃﾆｽ（鈴鹿市～4）東北高校新人
陸上（～9宮城県）→中止 公務員模試

（１）記念式典
日 時：令和３年１０月１６日（土）１３時
場 所：秋田北鷹高校第１アリーナ
記念品：生物資源科栽培JGAP認証米あきたこまち

緑地環境科製作間伐材利用スマホスタンド
１０周年記念マフラータオル

（２）記念講演
日 時：令和３年１０月１６日（土）１４時
場 所：秋田北鷹高校第１アリーナ
講 師：押尾川親方（元関脇 豪風旭）

成田旭氏 北秋田市森吉出身
演 題：「ふるさと北秋田の高校生に期待すること」

※ リモート講演会

創立10周年記念式典と記念講演が上記の日程で行わ

れます。コロナウイルス感染拡大防止対策をして行いま
す。押尾川親方の講演はGoogle Meetでのリモート講演
会となります。

御来賓や御案内者を制限しての開催と、リモート講演な
ど、新しい形式での記念事業となります。記念品は生徒
の学習活動によるものを準備したほか、会場の飾花や控
室のフラワーアレンジメントも授業で栽培、製作したもの
です。日頃の学習成果でおもてなしをさせていただきます。

新しい形式だけでなく、あいさつや、記念誌に寄稿され
た方々の思いに、今後の自分の在り方や志をみつめる
貴重な機会としてもらいたいと考えています。

※10/16（土）の購買はお休みとします。
月曜時程（15:35まで）ですので、昼食準備をお願いします。

PTAからのお知らせ

10月15日（金）に予定していた「県北ＰＴＡ交流大会」は中止となりました。
本校PTA年間行事で10月または11月に予定している本校「PTA研修会」は、コロ
ナウイルス感染拡大状況を見極めて検討します。現時点で10月の実施の予定
はありませんのでご連絡申し上げます。

平成23年9月2日 開校式 「生徒会長佐藤純子 あいさつ」より

私たちがいざ力を合わせ、目標に向かって１つになったときには計り知れないほど
の大きな力を発揮することができるのです。それをこれからも実現させるために、こ
こに集う生徒の皆さんの協力がどうしても必要になります。それは、「トモニイキル共
生」の精神です。お互いの良さを共に認め合い、共に学び合い、共に高め合うことで、
それが大きなエネルギーとなって、この北の地を耕し、新たな種を蒔くことができるも
のと信じております。北の大地にしっかりと根を張る学校を、共に築いていくために
集結した仲間たちであるということを忘れないでください。そして地域の方々に支え
られて誕生した学校であるということも忘れてはいけません。

私は、この秋田北鷹高校に期待することが２つあります。１つ目は“agriculture”
の精神です。agriとは畑、cultureとは耕すという意味です。この北の大地に蒔かれ
た種を、今後何十年、何百年と時間をかけて大切に育てていくための土台である、土
作りが大変重要となるのは言うまでもありません。その土作りを、個々にいる私たち
でしていくのです。２つ目は “think globally,act locally” の精神です。世界的
視野、広い視野で物を考える。しかし、行動は足元からということです。今世界で起
きている出来事に関心を持ち、そのために私たちに何ができるかを身のまわりから
考え、行動するということです。私たちはこれから学習に、部活動にと自分の可能性
を見つけ、開拓し、大きく飛躍し、発展して参ります。全県、全国へと秋田北鷹高校の
名を響かせる日が必ずやってまいります。その日も今日の日も、地域に支えられて
いるということを忘れず、身近な存在、力強い応援団である地域に対してしっかりと
貢献できる生徒、学校であることをここにお約束いたします。

⇒ 東京在住の佐藤純子さんは、10/16（土）の記念式典を同窓会長としてYouTube配信で
ご覧になる予定です。全校生徒に配付する10周年記念誌にもご寄稿くださいました。



８月下旬から９月上旬にかけて行われた、上部大会の結果をお知らせしま
す。
各部とも、秋田県代表として健闘してくれました。
夏季休業中もコロナウィルス感染防止対策をしながら、練習や強化策に制
限がある中で、細心の注意を払いながら多くの時間をかけて準備されたこと
と思います。指導された先生方はじめ、生徒の練習や遠征にご理解と、サ
ポートくださいました保護者の皆様に感謝申し上げます。

躍進 東北総体 フェンシング部 男女とも全勝優勝で国体出場権獲得

東北大会 「ミニ国体」「吹奏楽コンクール」結果

相撲部 「全県新人 優勝」全国選抜大会出場権獲得

新人大会結果報告

〔フェンシング部〕
少年男子（秋田北鷹高校単独チーム）

2D菅原陸 2D森祐偉 2B三浦悠成
１位 ５戦全勝 国体出場権獲得

少年女子
3D長崎東子 3D長崎昇子 横手高校の選手
１位 ５戦全勝 国体出場権獲得

男女とも５戦全勝優勝！！！

〔弓道部〕
少年女子団体

3A成田美桜 2D松岡憂杏 湯沢高校の選手
近的１位 遠的５位
総合２位 国体出場権決定戦敗退

〔女子ソフトテニス部〕
少年女子
６位 3N田口奈穂

〔吹奏楽部〕
東北吹奏楽コンクール
高等学校小編成の部 銀賞

〔女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部〕
【県北新人】
団体 ２位（全県新人出場権獲得）

2B舘岡•御所野 2N成田•2B長崎
2B齋藤•1C岸野 1D吉田

個人 ２位 2N成田愛音•2B長崎凜音
（全県新人出場権獲得）
2B舘岡朱夏•御所野友莉
2N成田愛音•2B長崎凜音
2B齋藤楓•1C岸野陽香
（全県新人出場権獲得）

〔男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ部〕
【県北新人】
団体 優勝（全県新人出場権獲得）

2B相馬･2D吉田 1D因幡･2D浪岡
2C瀧澤･1B片岡 1C杉渕･2R松岡

個人 優勝 2B相馬史弥･2D吉田夕輝
３位 1D因幡颯汰･2D浪岡愛琉
３位 2C瀧澤琉･1B片岡将武
８強 1C杉渕忠稀･2R松岡彩人
16強 1B畠山煌生･2D佐藤綾平
以上（全県新人出場権獲得）

〔サッカー部〕
【県北新人】
1回戦 能代北鷹合同チーム2-0能代松陽
準決勝 合同チーム0-8大館鳳鳴
3位決定戦 合同チーム0-7大館桂桜

〔野球部〕
【秋季県北地区野球大会】
２回戦 対 能代松陽０ー５敗退
敗復戦① 対 花輪 ４ー５敗退

〔相撲部〕
【秋田県高等学校新人相撲大会】
団体 優勝（全国選抜出場権獲得）
個人選手権

優勝 2B田子麻聖（全国選抜出場権獲得）
２位 2D櫻田 隼（全国選抜出場権獲得）
３位 2A柴田林太（全国選抜出場権獲得）

個人体重別
８０ｋｇ級
優勝 2D櫻田 隼（全国選抜出場権獲得）

１００ｋｇ以上級
優勝 2B田子麻聖
２位 2A柴田林太

〔陸上競技部〕
【全県新人大会】
女子走幅跳 ２位 2B藤嶋菜々

（東北新人出場権獲得）
６位 2B佐藤美柚

女子3段跳 １位 2B藤嶋菜々
(東北新人出場権獲得)

男子200m 第７位 2C田中天虎
女子3000m 第６位 2D藤田未来

第７位 1A本田桜
女子砲丸投 第７位 2D佐藤藍佳


