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10月の行事予定それぞれの季節を迎えて
月 日より冬服に前期も今日で終わり、秋季休業をはさんで後期に。 １ 水 後期始業式 10 1

２ 木 整容指導３年生は就職試験が始まり、大学などの推薦入試

３ 金もスタートしました。３年生にとって卒業式までは高

４ 土校時代の総決算となる時期。入学当初、どのように

５ 日高校３年間を思い描いていたでしょうか。「終わりよ

６ 月ければすべてよし」。いい形で次のステップにつなげ

７ 火ることができるよう、残りの日々を悔いなく過ごして

８ 水ほしい。そのためにも一日一日を大切に。
、、、、、、、、

生徒会役員選挙２年生はちょうど高校時代の真ん中。ややもすれ ９ 木

金ば中だるみの時期。人生の先輩としては、「何で？」 10
土と思えることも多く、苦言を呈したくもなります。一 11
日方で高校時代の友人は「一生もの」。何事も全力を出 12

、、、、、、、

月 体育の日し切ってこそ、かけがえのない時間を共有できる友 13
、、、、、、

火 校内推薦会議③と出逢うことも可能というもの。 14
インターンシップ（～ ・２年）１年生はもどかしかった入学時の気分からやっと解 15 水 月曜授業 17

木放されたのでは？ 当初は何もかもが中学校時代 16
進級・卒業の認定についてとは違い、大人びた上級生の雰囲気に飲み込まれた 17 金

必履修科目の履修が認められことも。しかしこれからは高校生としての「今」を見 18 土 ①

ることつめ、１年後・２年後を考える時期です。「明日」を夢見 19 日 駅伝県予選

②年度末で未修得科目が３科目てただ頑張りあるのみ！ 20 月
、、、、、、、、、

10単位以内であること（卒業21 火 ２年 PTA

には各教科・科目の未修得単Hello everyone! I ’m the new ALT at Ａｒａｙａ H.Ｓ. 22 水 芸術教室

位の合計が10単位を超えないHello everyone! My name is 23 木

ことが条件）Anna Shen and I am from 24 金

③出席日数が２／３以上であるSingapore. I am the new ALT 25 土

こと 等at Araya High School this 26 日

☆進学・就職には欠席の多いyear and I am very happy to 27 月

。be here in Japan. 28 木 少ないが大きく影響します

救急救命教室（１年 、 登校指導In Singapore, I was a 29 水 ） PTA
学年集会（２年）teacher and I taught for 5 years at an all-girls 30 木

金junior high school. I wanted to come to Japan 31
※ の駅伝県予選に２年生が応援ボランティアbecause I wanted to learn more about schools 10/19

として参加します。here as well as experience Japanese culture
。 。and heritage. 芸術教室は演劇です 保護者の皆様もどうぞ

・日 時 10月22日（水） 13:30～15:30If you have the opportunity, please don't
・会 場 県民会館hesitate to talk to me! I look forward to getting
・作 品 「届け君の心に （劇団アルファー）to know all of you better this year. 」



あと２つで「国立」だ!－全国高校サッカー選手権あと２つで「国立」だ!－全国高校サッカー選手権来年の栄冠目指し、新人戦始まる来年の栄冠目指し、新人戦始まる
今年の全県総体・東北大会・インターハイ（国体は 正月恒例の第８７回全国高校サッカー選手権秋田県

一部競技が10月まで）も終わり、多くの部では３年生 大会が９月１９日開幕。準々決勝で本校は強豪・西目に

が引退し、新チームがすでにスタート。来年の栄冠を 逆転勝ち。10月26日の決勝には万全のコンディション

目指し新たな挑戦を始めています。 で臨み、そして国立へと駒を進めてほしいものです。

２回戦 新屋３－０仁賀保今回はこれまでに行われた中央支部新人戦（一部

３回戦 新屋４－０男鹿工業全県新人戦）の結果を紹介します。

新屋２－１西目●サッカー 準々決勝

予選ブロック優勝（西目・明桜・秋田高専） サッカー部主将・浜田慎司君（３Ｅ）

準決勝 新屋０－１秋田南 ９月 日西目高に逆転で勝利し、準決勝進出を果第３位 23
。 。●ソフトボール たすことができました 応援ありがとうございました

予選 新屋６－７仁賀保 もう一ヶ月、みんなとサッカーできる喜びを感じなが

新屋７－０秋田和洋（５回コールド） らこれからの練習をしっかり頑張っていきたいと思い

。 。新屋５－７由利 ※ 予選敗退 ます 準決・決勝では全校応援よろしくお願いします

今後の予定●弓道

男子 団体 個人 齊藤優人（２Ａ） 準決勝（ ） 決勝（ ）２位 第２位 10/24 10/26
優勝女子 個人 大塚真衣（２Ｅ）

薬物乱用防止教室開かれる●テニス

９月11日、今年の薬物乱用防止教室が本校体育館男子 渡辺優樹シングルス （２Ｃ） 第５位

で開かれました。全校生徒を前に、講師の秋田保健女子 ダブルス 斎藤由 ・佐々木瞳 組（１Ｅ （１Ａ））

所・柴田隆さん（学校薬剤師）は「薬物依存症によ／原田千夏 ・佐々木瞳 組（２Ｃ （２Ｅ）） 第５位

って、集中力の低下、イライラのくり返し、脳に異●陸上(全県新人)
、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、

状がおこり薬がほしくなって犯罪に走るおそれが生男子混成総合 第３位
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

じることもある 。また同じく講師の秋田中央警察同八種競技 右谷直人（ ）１Ｅ 第３位（ ）東北大会へ 」

署・石塚弘子さんは「薬物乱用は犯罪である。自分同 野呂大樹400 ｍハードル （２Ｄ）第６位
、、、、、、、

だけでなく、家族や友達にも迷惑をかける。何かあ女子走り高跳 目黒亜弥（１Ｅ）第７位

ったら一人で悩まず信頼できる大人に相談を」など●水泳(全県新人)

と生徒に分かりやすく話しかけていただき、聴く側男子 自由形 小玉将太200m （１Ａ）第２位

の生徒も講師の説明に熱心に耳を傾けていました。同 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 同100m 第３位

優勝女子 自由形 上島美咲200m （１Ｄ）

国体－ご声援ありがとうございました国体－ご声援ありがとうございました同 自由形 同400m 優勝 おおいた
大分県で開かれている国体に、本校から競泳少年※上島さんの 自由形の記録４分 秒400m 27 14

女子の部に上島美咲さん（１Ｄ）、ｻｯｶｰ少年の部に菊地は大会新です。

祐太君（１Ｃ）が、それぞれ出場（ｻｯｶｰは9/28より）。●秋季中央地区高校野球

◎速報（詳細は「新高通信 第３号」で）１回戦 新屋５－２男鹿海洋

２回戦 新屋２－６秋田中央 ・少年女子Ｂ ｍ ・同 とも400 リレー メドレーリレー

新屋５－９由利 秋田県チーム（上島さんが出場）は予選敗退。代表決定Ｔ

。先 に ン ビ ー生 イ タ ュ １回目の今回は、校長の加藤繁先生に登場していただきました

★校長先生は以前新高に勤務されていたそう 次第に校内が落ち着いて、生徒達が真剣に学習

ですが、当時と今とで学校の雰囲気はどうです や部活動に取り組むようになり、進路や部活動

か。また今の生徒に望むことは何でしょうか。 の成績が向上しました。

☆校長先生：平成 年度～ 年度在職しました 今や生徒指導面で県内トップと評判になって14 16
が、当初は遅刻や整容面で指導される生徒が多 おりますので、学習でも部活動でもすべての面

く騒々しいクラスが２、３ありました。生徒指 で上位クラスの学校になるよう、全校生徒が精

導部と各学年部の協力体制による厳しい指導で 一杯努力してほしいと願っております。

授業料の口座引き落しは毎月１７日です。口座の残高のご確認をお願いいたします。事務 ・
授業料減免・奨学金（秋田県育英会など）その他何でも、気軽に学校にご相談ください。よ ・り


