
 
 
 
 
 

 

  

１２月１０日（木） １・２年生の新生徒会役員を中心に生徒会集会が開催されました。受検にまっしぐらの３年生

を除き、１・２年生のみの集会ですので、ぎこちない面もありましたが、後期全校生徒会担当の岡先生の指導のもと、

自分の役割を発揮してくれました。３年生のリーダーを凌ぐリーダーになっていくことを期待します。 

 

   油中にとって一人ひとりが大事なピース 。油中にとって欠かせないピース、それが挨拶 ｂｙ 山本 倫   

      後期生徒会組織  

     ＜全校生徒会＞ 

      会長 山本  倫（２－３） 

      副会長 木浪 悠太（２－３） 赤坂 実祐（２－２） 工藤 新汰（１－３） 小林 さくら（１－１）     

事務局 蝦名  賛（２－１）  田中 友梨（２－１） 櫻田 未羽（２－２） 安田 汐里（２－２）  

         小林 茉央（１－２） 最上 敬太（１－４） 鍵谷  桜（１－４）   

 

      ＜専門委員長＞        ＜副委員長＞              ＜書記＞ 

   規律 舘田 駿斗（２－３）  川村 翔大（２－１）小鹿 陽向（１－２）  山崎 康生（２－２）赤坂 理紗（１－３） 

   学習 工藤 楓生（２－２）  佐藤 麻衣（２－２）赤井 実穂 （１－４）  對馬 廉 （２－１）成田 蓮音（１－３）  

    保健 工藤 裕大（２－１）  泉谷 龍輝（２－２）奈良 泰知（１－３）  小枝里利花（２－３）中村  凛（１－１） 

   広報 佐々木 優那（２－３）  成田 泉美（２－１）横内  立（１－１）   嶋田 幸駿（２－２） 

   集会 鶴谷 卓海（２－２）  藤田 明葉（２－２）佐藤 駿介（１－１）  蝦名 見咲（２－３）永井 桃香（１－１） 

   図書 越田 舞音（２－１）  村上 知穗（２－２）佐々木蒼羽（１－３）  鎌田 康生（２－３）赤坂 偲音（１－２） 

   ボラ 田村 みなみ（２－３）  山田 南美（２－２）宮本莉里花（１－３）  秋元晃太朗（２－３）小山内  健（１－３） 

 

  ＜１学年生徒会＞  学年会長  大科 陽彩（１－４）  副会長 林田 愛華（１－１） 
  ＜学級会長・副会長＞ 

１組    奥崎 璃空    林田 愛華    ２組   葛西 祐之介  大川菜々子 

３組    佐々木 騎士   船橋 美唯    ４組   大科 陽彩   梅田結楽良 

 

  ＜２学年生徒会＞  学年会長 西田 颯二朗（２－１） 副会長 伊藤 海輝（２－２）舘田 頼人（２－３） 

     ２－１ 山口 創平  小倉 萌子 

     ２－２ 三上ひより  田中 優菜  舩水 理帆    ※学級役員等が学年生徒会として活動 

     ２－３ 福士ほのか  松山 香羽  飯田 真衣   

夢を目標に 
青森市立油川中学校 
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青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当： 校長  岩田 靖 

これから学校を引っ張るメンバーです。 

求められるのは、 

自覚、やる気、粘り強さ、独創性、行動力

立場が人を作ります。やるっきゃない！！

１・２年生による



            委員会統合の提案がされました 

 

   生徒数の減少、教職員数の減少に伴い、組織の改編が必要になってきており、８つの委員会を６つに統合する 
  案が生徒会集会で了承されました。広報・図書委員会を広報委員会に、保健・ボランティア委員会を保健委員会 
  にする案です。委員長は来年度前期までは部長という形で存続し、活動してもらいます。 

       夢を目標に、目標を計画に、計画を行動に 

夢を実現するには、手に入れるためにはそれなりの努力をすることで夢に近づきます。 

その努力しなければならないものが目標です。目標を１つ１つ達成することで、夢に近づくのです。 

先生、監督、コーチに言われたことに プラスワンの気持ちを！！ 

 

部長や副部長、会長や副会長などリーダーたるものはリーダーらしく、自ら姿勢を正し、背中で集団を引っ張れ。部

活動も勉強も特別活動も。 

 

フォロアーは文句を言う前に、己の行動を振り返れ。自分で一生懸命やることで、自分が集団を変えてやるという 

気構えを持て。 

自分をしっかり見つめて、正直に、目の前のことを一つ一つ達成せよ。 

（１１月２５日 全校朝会より抜粋） 

 

ボランティア活動中 

 
           三世代交流餅つき大会ボランティア（小学生の案内、読み聞かせ補助） 

  ２の３ 美術部 佐藤萌香 原画作成 

  
１１月２３日 地域の行事として開催された餅つき大会に３年生も参加しました。餅つきには

青森北高校柔道部の精鋭部隊も参加してくれていましたが、地域の方々の腰の入った餅つきの

姿には力自慢の柔道部員もかなわないという感じでした。きなことあんこでつきたての餅を食

べさせていただきました。おいしかったです。 
  今年は雪が少ないのですが、雪かきボランティアとしても活動スタンバイ中です。また、 
 



 
     授業の一コマ   保健体育    武道の時間始まりました。本校は「柔道」です。 

 
 ・ 中学生強化事業 （水泳）    強化選手指定             工藤 柊斗 

・ 第１４回青森明の星高等学校スピーチコンテスト出場           大科 陽彩 

・ 第１１回青森市学校図書館読書感想文コンクール 感想文 優秀賞 「ハンナのかばん」を読んで 
                                   舘田  真 
                                     

 

 
 

  町会 ２年生が 新係です。 町会長（敬称略）

1 平和 
前田 菜摘（3年） 

西田颯二朗（2年） 
五十嵐 親一 

2 下町 
大阪 冬威（3年） 

下山 晴人（2年） 
舘田 紀代文 

3 寺町 
今 乃々果（3年） 

神  麗愛（２年） 
舘田 直吉 

4 横町 
蝦名 穂香（3年） 

飯田 真衣（2年） 
藤林  博 

5 伝馬 
嶋田 愛弓（3年） 

大久保翔真（2年） 
嶋田  肇 

6 日の出 
山口 優璃（3年） 

工藤 裕大（2年） 
藤田 昭信 

7 羽白 
須藤美衣奈（3年) 

成田 りん（２年）   
工藤 公一 

8 野木和 
高橋  歩（3年） 

川崎  響 (2年） 
舩木 貴志 

9 新生町 
鳴海龍之介（3年) 

山本  倫 （2年） 
佐々木 敦子 

10 ひばりの 
福井 智春（3年） 

鶴谷 卓海（２年） 
江利山 正勝 

11 のぎわ団地 
佐藤 悠多（3年） 

成田 紗愛（2年） 
葛西  守 

12 新油町 
田中 俊輝（3年） 

川村 翔大（2年） 
伊丸岡 英幸 

13 新井田 
石田 湧也（3年） 

泉谷 龍輝（2年） 
西塚  芳秀 

14 十三森 
相内 瑠偉（3年） 

對馬虎之介{２年} 
鶴谷 久勝 

15 舘町 
工藤 菜摘（3年） 

岩谷 妃依（2年） 
森内 詔一 

16 あけぼの 
谷地中結衣（3年) 

柿﨑 勇祐（2年） 
柿﨑 健 

17 仲町 田中 優菜（2年） 中川 光平 

18 茶屋町 澤 静菜 （2年） 窪田 栄一 

19 岡町 
蝦名 颯大（3年） 

蝦名  賛（2年） 
蝦名 敏信 

20 西田沢 
三上 桔平（3年） 

葛西  海（2年） 
市川 和行 

 
 
 

  町会長連絡係の交代 

 
３年生の受検体制への切り替えを受け

て、町会長連絡係が２年生へと交代しま

した。 
 
 ２年生はまだまだ不慣れでご不便をお

掛けする可能性もありますが、今後１年

間お世話になります。 
 
 また、掲載内容の都合で枚数が多くな

り、町会長さんのお手を煩わせることも

あり、ご迷惑をお掛けしております。 
 

    
    



 

 
  １２月   

１５日（火） 諸費納入日①                          

１６日（水） 諸費納入日② 職員会議 ＳＣ来校日               

１７日（木） ２年模擬テスト  私立高校推薦候補者説明会 

１８日（金） 短縮授業 昼清掃 授業参観（５校時） ＰＴＡ例会 

 

 

 

 

  １２月   

２２日（火） 木曜日の時間割 ２学期終業式（５校時） 

２４日（木）１年・２年 学習会  ３年授業日 

２５日（金）１年・２年 学習会  ３年授業日  青森市選抜美術展  

２６日（土）全国リズムダンスコンクール移動日  ７：１５バス  

２７日（日）全国リズムダンスコンクール（東京赤坂ＢＬＩＴＺ）（３年２組Dancing Beats 出場） 
２８日（月）御用納め 

２９日（火） ～３１日（木） 年末休業 

２８日（月） 御用納め 

２９日（火） ～３１日（木） 年末休業 

 
   １月                                    ＜ ミ ニ 知 識 ＞ 

    

１日（金）～３日（日）   年始休業            お正月の元旦には昔から「年神様（としがみさま）」と 

５日（火）～１３日（水） ３年学習会           いう新年の神様が、1年の幸福をもたらすために各家庭に 

１０日（日） 市Ｐ連 新年 交礼会             降臨するとされています。 

１２日（火） １年・２年 出校日  ３年模擬テスト     年神様は祖霊神であり、田の神、山の神でもあるため、  

       青森山田高校推薦入試             子孫繁栄や五穀豊穣に深く関わり、人々に健康や幸福を授 
１３日（水） 職員会議 １年・２年出校日 ３年模擬テスト   けるとされています。 

          東奥学園推薦入試                      その年神様を迎え入れてお祝いし、たくさんの幸せを授けて 
 １５日（金） ３学期始業式                 もらうために、様々な正月行事や風習が生まれました。               

１７日（日） 東青ソフトテニスインドア大会 

１８日（月） 整理テスト  避難訓練                    
すす払い 

１９日（火） 専門特別委員会 明の星高校推薦入試       門松 
２０日（水） ３年願書押印 ～２２日 ＳＣ来校日       しめ縄 

   ２２日（金） 評議員会                    鏡餅 

   ２３日（土） 市中文連生徒会・奉仕活動部会冬季研修会     年越しそば                       

   ２７日（水） 諸費納入日① 職員会議             おせち料理 

２８日（木） 諸費納入日②                     
                                  

こうした日本文化をグローバル化（国際化する）社会に 

おいて、外国の方に説明できるようになることが大事で 

す。何にでもなぜという興味を持って欲しいものです。 

                                              （１２月 ８日 ＴＶ集会）   

  平成２８年 １１月２０日（日） １５：００～ 

青い森 音楽祭２０１６ ミュージカル「転校生」上演予定

 
来年度の青森市の目玉として、東京藝術大学の先生方など

のプロ演奏家と青森市と函館市の中学生が一緒にミュージカ

ルを上演する計画があり、舞台背景画・大小道具などの舞台

セット、ポスターの制作、舞台監督、演出補助を本校の美術

部・演劇部を中心とした生徒の皆さんにお願いしたいという

依頼がありました。 

 青森から新しい音楽文化の発信をめざし、北海道新幹線の

開業も記念したイベントであり、青森にゆかりのある方々が

演出や演奏を行い、中学生も合唱や吹奏楽演奏に参加します。

 本校は演出補助や場面転換などの舞台係として裏方の参加

になりますが、あなたの発想した絵が青森や北海道などの街

中に貼り出されるかもしれません。 

全国中学校リズムダンス ふれあいコ

ンクールは「現代的なリズムのダン

ス」体育の授業の発表会です。規定曲

部門に全国から２６チームが参加し

ます。本校は３年連続出場です。 

     学校雪捨て場の開放 
 
今年も学校の校庭を雪捨て場として開放致し

ます。スノーダンプ・そり等で運んだ雪に限りま

す。トラック、重機等での搬入は禁止です。 

詳細は町会回覧版に掲載します。 


