
昨日、市郡中総体の激励会を開催しました。１・２年の有志で結成された応援団のリード

により、五中生が一つなったすばらしいパフォーマンスを披露してくれました。東京五輪の

聖火ランナーを務められた高澤博彦さんが、本町に寄贈してくださった聖火リレーのトーチ

も、力強く五中生の背中を押してくれました。一人一人の選手の心の中には、挑戦・闘志・

感謝の気持ちが熱く込み上げてきたのではないでしょうか。

応援に駆け付けてくださった保護者の皆様、「必勝パン」を差し入れてくださった部活動

後援会様、そして特に３年生の保護者の皆様には、今日まで心温まるたくさんのご支援とご

協力を賜りましたことに、心より感謝申し上げます。

いよいよ明日、男鹿潟上南秋の中総体を迎えます。健闘を祈ります。

陸上競技 越髙 ＊＊ 柔 道 佐々木 ＊＊ 女子バスケ 下山 ＊＊
この大会は、３年生にとって 私にとって最後の大会である中 私たちは今大会に向けて、デ

大事な大会です。これまでの練 総体では、今まで練習してきたこ ィフェンスの再度強化と相手に

習の成果を全て出し、次の学年 とを全て発揮することが目標で セカンドチャンスを与えないこ

へよいバトンをつなげられるよ す。団体戦では優勝を目指して、 とを意識して練習してきました。

う、１位を目指します。 試合では必ず勝ちます。キャプテ 残り少ない練習の内容を濃く、

今日まで陸上を続けられたの ンとして後輩への声掛けも頑張り 実になるようにしてきました。

は、保護者の方々の支援があっ ます。個人戦では積極的にたくさ 一回戦の相手は優勝候補です

てのことなので、期待に応えら んの技を掛け、一本勝ちし、必ず が、頭をよく使い考えるバスケ

れるように有終の美を飾ります。 優勝します。 で挑みます。

野 球 大石 ＊＊ 剣 道 佐々木 ＊＊ 男子バスケ 阿部 ＊＊
今大会で頑張りたいことは、 たくさんの方々の支援によっ 男子バスケ部の総体に向けて

バントと守備です。バントは、 て、無事中総体が開催されること、 の意気込み（目標）は「全勝」

失敗すると相手に流れがいって そして全県大会への切符があるこ です。予選がリーグ戦なので、

しまうので、確実に決めていき とに心から感謝します。練習通り １回負けても得失点差で決勝に

ます。守備は、練習通りに冷静 の力が発揮できるように、自信を 残るチャンスがあります。しか

に落ち着いてプレーします。 もち、チームワークを大切にして し、この大会で負けるようだと

３年生にとって最後の大会な 勝ち上がっていきます。 全県優勝は無理です。必ず全勝

ので、全力で戦い抜きます。 応援よろしくお願いします。 して、よい結果を伝えます。

バレー 齊藤 ＊＊ ソフトテニス 佐藤 ＊＊ 卓 球 石川 ＊＊
私たちバレー部の今大会での 私たち３年生はこれが最後の大 私たち卓球部は、これまでの

目標は、１セットも取られずに 会になります。今日まで、サーブ 大会であと一歩というところで

優勝することです。 の確率を上げ、コースを考えてい 何度も敗れ、とても悔しい思い

私たちはサーブレシーブが苦 ろいろなボールを打てるようにす をしてきました。

手ですが、一本目が上がれば、 るために、毎日練習を頑張ってき 中総体では、今まで支えてく

点数を取れるチームなので特に ました。 れた方々に自分たちの最高のプ

サーブレシーブを頑張ります。 これまでたくさんの人たちに支 レーを見せることで感謝を示し

三冠を達成できるように、支え えられてきました。感謝の気持ち たいと思います。そして目標で

てくれた方々に感謝して、試合 をよい結果でお返しできるよう、 ある優勝を果たし、悔いのない

に挑みます。 精一杯頑張ります。 大会にします。
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６月に入り、本校に新しく３人の職員が加わりま

したので、ご紹介します。

○小林 ＊＊（こばやし）先生

ＳＣ（スクール・カウンセラー）の先生です。

生徒はもちろん保護者の皆さんも、悩みごと

や困りごとなど、どんな事でも相談することが

できます。面談を希望される方は、遠慮せずに

担任の先生へお話しください。

○渡部 ＊＊（わたなべ）さん

本校では、３人目の生活支援員になります。

生徒の皆さんの日常の学校生活をサポートして

くださいます。

○川邉 ＊＊（かわべ）さん

学校サポートスタッフです。机や椅子、出入

り口や手すりなど、たくさんの人が触れる場所

の消毒作等をしてくださいます。

本校の給食は、地場産の食材を使用する割合が高

く、『五中の給食はおいしい！』と子どもたちだけ

でなく、近隣市町村の学校教員の間でも有名です。

関係各位に厚く感謝申し上げます。

さて、秋田さきがけ新聞の社説欄に、次のような

うれしい紹介がありました。

食育に力を入れている学校の一つに五城目町

の五城目第一中学校が挙げられる。栄養教諭ら

が地場産の野菜などを使った給食に工夫を凝ら

し、内容をホームページで詳しく紹介している。

給食には地元の伝統食・だまこ鍋も毎年登場。

その際は、住民たちが学校に足を運んでだまこ

作りに精を出す。学校と地域が一体となった食

育の好例だ。 （令和３年５月23日）

今年度、学校給食の全国大会で、本校の給食につ

いて発表することになった工藤栄養教諭は「五城目

町は、だまこ鍋をはじめとして地場産の食材を生か

した伝統食が豊富です。五中生には、将来、このよ

うなソウルフードを自分で料理して楽しめる大人に

なってほしい」と話してくれました。

ごはんを じょうずに めしあがれ
GO JOU ＭＥ

新しい職員を紹介します

○秋田県剣道連盟 令和三年度強化指定選手

２年 伊藤 ＊＊

２０21年 7月 行事予定
日 曜 行 事 等

１ 木 あいさつ運動 ３年月刊テスト

２ 金 ３年応急手当教室 １年耳鼻科検診

３ 土

４ 日 部活動休止日

５ 月 ３年防犯教室

６ 火 フッ素洗口

７ 水 小暑

８ 木 校内授業研究会（理科・音楽）

９ 金 県中総体激励会 ※五小ＰＴＡ

10 土 県中総体（～12日） 陸上競技・柔道・剣道

11 日 ・バレー・ソフトテニス

12 月 ＳＣ来校日

13 火 フッ素洗口

14 水 読み聞かせ 職員会議

15 木 １年防犯教室

16 金 ２年防犯教室

17 土 県中総体（～19日） バスケ・卓球

18 日 部活動休止日

19 月

20 火 フッ素洗口

21 水 県中総体報告会（放送）

22 木 海の日 大暑

23 金 スポーツの日 ☆夏季休業～8/23

24 土 全県少年野球大会（～28日）

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土

※コロナ禍により、予定等が変更になる場合があります。

ソフトテニス部監督の小野＊＊先生が、この度、

男鹿潟上南秋中体連より、「功労賞」を受賞されま

した。ソフトテニス競技の専門委員長を務めるなど

長年にわたる功績が認められたものです。

おめでとうございます。

※本校ＨＰに、校報（カラー版）を掲載しています。

小野＊＊先生 中体連功労賞 受賞

全校三者面談

26日～30日

よろしく

お願いします

今年度の県中総体は

種目によって開催日

が異なります。

五中生の活躍を紹介します




