
北

鷹

便

り
No.10

令和３年１２月６日

秋田北鷹高等学校

総務部

北海道・北東北の縄文遺跡群世界文化
遺産登録（令和３年７月２７日）を学ぶ

令和３年１１月２８日（日）に秋田北鷹
高校ＰＴＡ研修会を行いました。
北秋田市伊勢堂岱遺跡を含む北海道・北

東北縄文遺跡群が今年７月２７日に世界文
化遺産登録されました。この機会にPTAと
して学びを深めて地域理解を図ろうと研修
を計画しました。
１７名の参加者は「大湯環状列石」に加

え「ワイナリーこのはな」を見学、アグリ
ビジネスについても研修しました。

令和3年度秋田北鷹高校

ＰＴＡ研修会

１１月１７日（木）１年部は進路学習としてクラス毎に
地元企業見学、秋田県立大学見学を行いました。
同日、３年部では延期となっていたクラス対抗を３年部

６クラスで実施方法を工夫して実施しました。１･２年の
クラス対抗は3月に予定しています。
２年生は１１月１７日（木）１８日（金）の２日間の

日程で横手・男鹿方面の代替修学旅行を実施しました。

◎ 3年部クラス対抗 結果
総合１位３Ｂ．２位３Ｃ．３位３D

１年部進路学習 地元企業・県立大見学会
２年部修学旅行(代替行事)３年部クラス対抗

令和３年度

１２月行事予定

1 水
期末考査
生徒会･農ク役員認証式（12:20校長室）

2 木期末考査

3 金
期末考査 スキー部壮行会
介護ロボット体験（13:00～15:30会議室）

4 土
全県新人バドミントン（～６秋田市）
牧杯フェンシング大会（～５京都）

5 日

6 月

7 火

8 水
普通救命講習（２年１～４校時）
日本食生活協会委託事業（３年４校時）

9 木ＳＣ来校

10金
Ｎ科出前授業（３～４校時）
世界遺産検定（15:40～会議室）

11土東進本番直前模試（3年） 農業技術検定

12日東進本番直前模試（3年）

13月

14火校内課題研究発表会 あいさつ運動⑨～16日

15水
全生徒学校評価ｱﾝｹｰﾄ（4校時ＨＲ）
大学出前講座（2A･1A 5～6校時 会議室･大講
堂）

16木ＳＣ来校

17金
独禁法講座 公取委（３年キャリア13:20～15:00
大講堂）

18土
全日本選手権ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ（栃木県十三川村）
つがる市かるた選手権（木造高校）

19日

20月

21火終業式 賞状伝達式

22水
冬期講習前期（～28）
公務員講座（1･2年 会議室）

23木公務員講座（1･2年 会議室）

24金第４回公務員模試（1･2年生）

25土 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ県北地区大会（～26 中高一般）

26日

27月

28火仕事納め

29水

30木

31金

大湯スト－ンサークル館にて研修中

令和三年度 生徒会役員
会 長 庄司 大悟(２Ｂ)
副会長 佐藤 琉輝(２Ａ) 梅井瑠菜(１Ｃ)
会計監査 渡邉 颯太(２Ｂ)   田中ひかり(１Ｄ) 本間 千凉(１Ｎ)
書 記 小森 咲季(２Ｂ)   九嶋 理加(１Ａ)
会 計 石岡 暖陽(２Ａ)   堀部 妃那(１Ｂ)

令和三年度 農業クラブ役員
会 長 石戸谷結愛(２Ｒ)
副会長 三浦 颯太(２Ｒ) 石垣 つぶら(１Ｎ) ※１２月１日(水) 新役員認証式(校長室)

認証書授与後、新会長より抱負述べる



卓球部
【全県新人大会】
団体戦 予選
男子 2回戦秋田北鷹0－3本荘
女子 2回戦秋田北鷹3－1能代松陽

3回戦秋田北鷹3－1聖霊女子
決勝リーグ 第３位

個人ダブルス
ベスト8 長谷川真美 (2B)･

日景菜々海 (2N) 組
ベスト8  簾内夢結花 (2B)・

野間 楓愛 (1C)  組

サッカー部
【全県新人大会】
秋田北鷹・能代 0-0 湯沢 PK 4-5

男子ソフトテニス部
【秋季シングルス大会】
優 勝 吉田夕輝（２D）
３ 位 相馬史弥（２B）
ベスト８ 浪岡愛琉（２D）杉渕忠稀（１C）
ベスト16 片岡将武（１B）

演劇部
【秋田県高校演劇発表会】
優秀賞

男子バスケットボール部
【ウィンターカップ予選】
第1回戦 秋田北鷹70 - 56増田
第2回戦 秋田北鷹18 - 140秋田西

【県北新人大会】
予選リーグ第1試合 秋田北鷹61-70能代松陽

第2試合 秋田北鷹90-77大館鳳鳴

男子バレーボール部
【県北新人大会】
５校によるリーグ戦の結果 優勝（３連覇）
女子バレーボール部

【県北新人大会】
リーグ戦の結果 ５位

柔道部
【全県新人大会】
団体戦男子
1回戦 秋田北鷹 3人残し 横手清陵 敗退
団体戦女子
1回戦 秋田北鷹 ０－３ 秋田商業 敗退
〈個人戦〉
女子48㎏級 小野美咲（２Ｎ）第3位
女子56㎏級 櫻田結唯（１Ｎ）第3位
フェンシング部
【全県新人大会】
男子学校対抗フルーレ優勝エペ優勝サーブル優勝
女子学校対抗フルーレ 2位エペ 2位 サーブル２位
男子個人フルーレ
優勝 三浦悠成(２B) 第2位 森 祐偉 (2D)
第３位菅原 陸(2D)
女子個人フルーレ
優勝永井末寿稀(２D)

陸上競技部
【女子東北駅伝大会】
第17位
(2D藤田1A本田1A松田1D畠山3D村上)

弓道部
【東北選抜弓道大会】
男子団体
全国選抜ブロック代表決定戦２位

(出場権獲得ならず)
東北選抜競技
予選7位通過
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦 秋田北鷹3-11福島工
(ベスト8)

写真部
【高校総合美術展写真部門】
特賞 3年C組 細田未来
推奨 3年D組 本間琴音

1年A組 松井美結
1年C組 岸野華恋
1年R組 千葉咲希

○令和３年度
薬物乱用防止啓発コンテスト
努力賞 2N 秋元叶多

各種大会の結果

【連絡】
①販売代理店の変更について
本校の指定体育着一式と指定内履き

シューズの販売代理店が１１月１日より
（有）タナカスポーツから（株）シードに
変更となりますので、ご承知おきください。

②「学校評価」アンケートの協力について
「開かれた学校づくり」「特色ある学校づ
くり」の進展を図ることを目的としていま
す。期間は11月26日(金）～12月10日(金)
までとなっておりますのでよろしくお願い
します。

○令和３年度
秋田県高等学校総合美術展
特賞 ３C 細田未来


