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 今年度のクラスマッチが７月６日（水）・７日（木）に、体育祭が７月８日（金）に、

行われました。 

 どの競技でも、情熱を発揮したプレーが展開され、会場にプレーヤーの声や応援の声、

そして勝利の歓声が響きわたった３日間でした。 

プレーに加え、応援でも、クラスでまとまり、躍動し、各クラスの“チーム力”がぶつか

り合う３日間となりました。また、１～３学年を貫いた“クラス連合”で応援し合う姿も見

られ、学年を越えたまとまりが感じられました。 
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＜行事予定＞ 

＜９月 ＞ 
１日（木）安全の日 
２日（金） 

３日（土） 
４日（日） 
５日（月）就職応募書類提出 

開始 
６日（火）壮行式 

      小論文講座（生徒

対象）・小論文研
修会（教員対象） 

７日（水） 

８日（木） 
９日（金） 

１０日（土）地区高校新人大会 

      １日目 
１１日（日）地区高校新人大会 
      ２日目 

      全商英語検定 
１２日（月） 
１３日（火） 

１４日（水）学校一斉退校日 
１５日（木）３年センター試験

説明会 

１６日（金）就職選考開始 
      ３年マーク模試 
１７日（土）３年マーク模試 

      ３年看医模試 
１８日（日）3年進研模試 
１９日（月）敬老の日 

２０日（火） 
２１日（水）公開授業デー 
２２日（木）秋分の日 

２３日（金） 
２４日（土）地区高校ＰＴＡ連
合会研修会 

２５日（日）全商情報処理検定 
２６日（月） 
２７日（火）職員会議 

      生徒会立会演説会 
      生徒会役員選挙 
２８日（水） 

２９日（木） 
３０日（金） 
 

 

イメージキャラクター 

「めいのすけ」 

――夏夏のの暑暑ささよよりりもも熱熱くく！！――  

ククララススママッッチチ・・体体育育祭祭でで情情熱熱とと““チチーームム力力””をを発発揮揮！！！！  

《クラスマッチ結果》 

【女子種目】  ・バレーボール   優勝 ２年７組 
        ・卓球       優勝 ２年２組 
 【男子種目】 ・バスケットボール 優勝 ３年３組 
 【男  女】 ・男子ソフトボール 雨天のため中止 
        ・女子ソフトボール 優勝 １年６組 
《体育祭結果》競技種目：長縄跳び、障害物リレー、綱引き、 

1600Ｍリレー 
  総合優 勝 ３年６組 
  総合第２位 ３年７組 
  総合第３位 ３年５組 
   

  7月１０日（日）に、皆川球場（米沢市）で、野球部が、 

甲子園出場に向けて、酒田東高校と初戦を戦いました。１回 

表に２点を先制するも、７回裏に逆転を許し、２対５で惜敗 

しました。9日に予定の試合が、雨で順延となり、現地集合 

の有志応援となりましたが、駆けつけた有志は、勝利を祈っ 

て、最後まで大きな声援を送りました。 

試合後、この試合を投げきった倉田京汰くん（２年）たち 

２年生・１年生へと、“思い”が託されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
バレーボール 決勝 

２年７組 対 ２年６組 

 

バスケットボール 決勝 

３年３組 対 ３年５組 

息を合わせて！！ 

きまった！！ いいぞ！  優勝！！ 歓喜の輪！  力のかぎり！！  

野球 夏の甲子園予選 初戦で酒田東高校に惜敗 

 

 

 

 

1回表 先制のホームイン 勝利を祈って応援 



 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

テーマ 組 班 発表タイトル テーマ 組 班 発表タイトル

1 明新館代行サービス 5 救え　上山の川

2 ふるさと納税　ＤＥ　人口ＵＰ 6 緑のための募金活動

3 上山に活気を！～花笠祭り復活プロジェクト 7 上山クリーンプロジェクト

4 子どももママも  Let's  Ｅｎｊｏｙ　ママカフェ 8 上山の自然を維持しよう

5 浴衣でかみのやま 1 シャインマスカットを広めよう

6 上山に若い人達を！ 2 上山農業を拡散～明新館ＨＰを使って～

7 山形ワイン街道 3 上山産ラフランスを有名にしよう

8 サイクリングｉｎ上山 4 上山の木材を使ったＰＲ活動

1 Ｔｅａ　ｐａｒｔｙ@明新館 5 ＫＡＭＩＮＯＹＡＭＡ　Ｌｅｔ’ｓ　go Café shops

2 一人でできるもん～　簡単ヘルシーレシピで心も体も健康に～ 6 クアオルト弁当

3 いきいき長生き体操 7 かみのやまの食材を使ってオリジナルレシピを作ろう！

4 健康すごろく～みんなで楽しく健康になろう！～

農業
６
組

４
・
５
組

４
・
５
組

暮らし

１
・
２
・
３
・
７
組

観光

健康

環境

野球部 髙橋伯都主将 堂々の選手宣誓 
本校野球部の髙橋伯都主将が、７月８日（金）に、県 

野球場（中山町）で行われた、第９８回全国高等学校野 

球選手権山形大会の開会式で、力強く、選手宣誓を行い 

ました。次は、宣誓の全文です。 

「宣誓 今日から山形で暑い夏が始まります。高校野球 

は、多くの人たちと夢や感動を共有できるスポーツで、 

とても大きなエネルギーを持っていると思います。大好 

きな野球に毎日向き合っていくうちに感じる「仲間」の 

存在。時にはチームのために何度もぶつかり合っても最 

後はお互いに理解し合える仲間。試合で勝って喜びを分 

かち合える仲間。そして、野球の本当の楽しさと厳しさ 

を知ることができたのも個々の仲間がいたからだと思い 

ます。２０１６年夏、この最高の仲間と今までの野球人 

生を懸けて最高の夏にするために、最後まで堂々と戦い 

抜くことを誓います。」 

相次ぐ 部活動等での活躍 
<水泳> 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技 
・東海林美貴 50ｍ自由形  第２位 

       100ｍ自由形  第３位 

・志田 開 200ｍ個人メドレー 第７位 

（以上、３種目で東北大会出場） 

<美術・イラスト部> 村山美術総合展 

・鏡 凪沙 天童市青少年育成推進員協議会

会長賞受賞 

<女子バレーボール部> 天皇杯・皇后杯 

全日本バレーボール選手権大会 山形県ラウンド 

３年連続優勝！！ 

<吹奏楽部> 全日本吹奏楽コンクール山形

県大会出場 銅賞受賞 

      銅賞受賞 

 

地域のさらなる発展へ わたしたちはこう考える 

2年生「タウン・ミーティング」で提案！ ！  

 

 
７月１４日（木）に、２年生が、「タウン・ミーティング＠上山明新

館高校」の発表会を行いました。「暮らし」「観光」「健康」「環境」

「農業」という５つのテーマを設定し、各グループが、自分たちの担当

したテーマについて、上山市のさらなる発展につながる具体的なプロジ

ェクトを提案しました。５月２６日（木）の「プレ・タウン・ミーティ

ング」でいただいたご意見・ご助言を踏まえて、さらに考えを深めた上

での提案です。発表会は、保護者や市民の方々にも、公開されました。 

当日は、次の方々が、お忙しい中、講師になってくださいました。 
<観 光>  上山市観光物産協会会長   五十嵐 伸一郎 様 

      上山城事務局長       石井 隆 様 
      上山市観光課課長      平吹 義浩 様 
 <暮らし>  上山青年会議所理事長    萩生田 祐司 様 
      上山市社会福祉協議会主幹  鏡 洋志 様 
 <健 康>  上山市健康推進課副主幹    北澤  真美 様 
      上山市健康推進課管理栄養士  大野 亜衣 様 
      みずほの里介護職員     菅野 奈生 様 
 <環 境>  上山市市民生活課副主幹   木村 昌光 様 
       上山市農林課主査      鏡 明彦 様 
 <農 業>  上山市農業夢づくり課主任  櫻井 豊 様 
      南部営農センターセンター長 高野 弘明 様 
 「タウン・ミーティング」での学習を通して、生徒は、大きく成長す
ることができたようです。次は、ある生徒の感想です。 
「最初にマイプロジェクトで考えたものより、明らかにレベルの高い
ものになっていた。班で話し合いを重ねることで、内容の深いもの
になっていったし、講師の方のお話やアドバイスを聞いて納得し、
もっと考えなければならないことがわかり、いろいろな人からの意
見はとても大事だと思った。“視点を変えてみる”と言われた時に、
今まで考えていた上山を知らせるだけのプロジェクトをやめ、上山
にあるものをどれだけ良いものにさせるか、というプロジェクトに
変えてみた。すると、内容の濃いものになり、講師の方がおもしろ
いと言ってくださった。上山にプラスになる活動ができたらいい。」 

 各発表のタイトルは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真提供 髙橋写真館） 


