
 
 
 
 
 
 
 

 
  １学年 

  
僕は２学期を振り返って、「仲間と協力することの大切さ」を学びました。２学期の大きな行事である油中祭で僕は成長することができたと思い

ます。それは、油中祭の準備です。放課後一人一人が遅くまで残り自分の役割を果たして、全員が協力してきたので完成することが出来たと思うか

らです。また、合唱コンクールでは日々の練習を通して意見がぶつかる時もありましたが、全員と心を通わせ、トラスト合唱、学級合唱ともに金賞

は獲れませんでしたがよりよい合唱をつくることが出来ました。 

 油中祭の経験から、油中祭だけにとどまらず他の活動においても学校全体をよりよいものにするためにも仲間と協力することは不可欠なことだと 

感じました。 

 しかし、良かった事ばかりではありません。２学期の反省点として特にだめだったのが２つあります。 

 １つは全校朝会や学年集会などで移動する時の３Ｓができていないと言うことです。廊下に並ぶ時には必ず誰かが話をしているので、いつもやり 

直しをかけられて整列するのが遅れます。自分自身後期の学級会長として本当は注意をしなければならない立場なのに、周りの空気に流され一緒に 

話していました。だから、３学期は皆をまとめる立場をもっと自覚して、まず自分から３Ｓを守り、話をしている人を注意していけるよう努力した 

いと思います。整列する時には先生に言われてから直すのではなく、自分達で注意しあえるように成長して行きたいです。 

 ２つめは先生の話を聞く姿勢と態度がすごく悪いということです。先生が大事な話をしているのに隣の人と話をしたり、下を向いたりして、先生 

から注意を受けていた人が多くいました。ここでも僕は注意しなければならないのに誰かがしてくれるだろうと人任せにして自分から注意すること 

があまりできませんでした。その原因は自分で注意しようという意識が足りなかったかもしれません。だから３学期には人任せにせず自分から注意 

していけるよう意識していこうと思います。 

 この反省点以外にも直さなければ行けない事はもっとあります。冬休みにはそのだめだった原因を自分自身で考えて見つけ３学期には自分達の力 

で行動していける学級・学年にしていくことを目標に仲間と協力し改善点を乗り越えていきたいと思います。 

                                       （２学期終業式 １年３組 佐々木 騎士） 

 

 

 

 

僕の冬休みの反省は生活のリズムが乱れたことと、宿題をためてしまったことです。早寝、早起き、三食しっかりと食事を摂ることのできない 

日が多かったため、体調を崩す時が何度かありました。それに、初めは遊んでばかりで全然宿題をしませんでした。そのせいで 後の方がきつく 

つらい思いをしてしまったので、今年は「当たり前のことを当たり前にやる」ということを日々の目標にしたいと思います。具体的にいうと、羅針

盤、一人勉強を毎日提出すること、誰にでも挨拶をするなど人として当たり前のことです。これを目標にする理由は４月になると２年生になり、新

１年生が入学します。その時に今のままでは新１年生の手本になれないと考えたからです。学校、学年の雰囲気が良くなるよう、今から２年生に上

がるための準備を僕を含めて学年全体でしていこうと思います。学習面では３月に行われる実力テストの結果が市内の他の中学生と比べても恥ずか

しくないように学年のみんなと共に努力していきたいです。 

                                        （３学期始業式 １年４組 秋元 大翔） 

 

    

 

夢を目標に
青森市立油川中学校 

学校だより    第１４号 

平成２８年 １月 ２７日 

男子１８３名 女子１６４名 

計３４７名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当： 校長  岩田 靖 

       「たすけっこ」 製作活動 
 
本校は青森市中学校文化連盟 生徒会・奉仕活動部会の事務局を担当

しており、１月２３日（土）、リンクステーション青森に市内中学校の

生徒会役員に約 80 人に集合してもらい、来年度の新小学１年生に贈る

防犯笛「たすけっこ」の製作を行いました。 

本校の生徒会役員が作り方を説明し、約３００本の笛の飾り付け 

を行いました。不審者対策・お守りとしての効果があると思っています。

１人でも事件・事故に遭うことなく楽しい小学校生活ができることを祈

ります。後日、青森ケーブルテレビで特集があるようです。 

 本校では今後、家庭部の生徒にも協力してもらい、ボランティア活動

を継続します。 



 
 

    （１２月１４日 東奥日報 記事から） 

   青森市教育委員会主催の元巨人軍 桑田真澄さんの 野球教室に本校からも参加させてもらいました。 

  コメントはインタビューを受けた伊藤君のものです。 

 

   ２学年 

 

      僕は、この２学期を通して、たくさん成長することができました。まずは、オンとオフの切り替えができるようになりました。今年度 

から、学級会長に立候補し、「自ら進んで何事にも取り組んでいこう」と意識しながら、行動するように努めました。例えば、何気なく 

やっていた３分前着席も、進んで取り組むことで、それがあたりまえになり、授業にスムーズに入ることができました。あたりまえにな 

ったのは、ぼくだけではなく、二年三組のほとんどの人がこころがけるようになっていると思います。何事においても、毎日続けてやり 

遂げるということは、簡単そうに見えて大変なことだと感じます。やるべきことをあたりまえにできることの大切さを改めて知ったこと 

も成長のひとつだと思っています。 

次に、自分の得意ではないことへ挑戦できたことです。学級会長も自分にとっては挑戦ですが、消極的で優柔不断だったぼくには、と

ても考えられることではありませんでした。しかし、先生や友達の支えにより、苦手なことや難しいことも、とにかくやってみることが 

大切だと思えることができました。何事にも必死に挑戦することで、自分の経験が増えて、周囲の動きも見えるようになってきました。

さらに、 高学年に上がる自覚を高められるように行動したいと思います。 

      後に、三学期目指したいことは、ぼくも含めて、三組全体で「正しいことを正しい」と思える雰囲気をつくっていくことです。正し

いことをしている仲間をもっと尊重したいと思います。例えば、一緒になって活動したり、協力したり、認めたり、励ましたりと、さら

によい環境で生活したいと思っています。受検生としての３年生になる前に、気持ちの準備をし、正しい行動ができるように、冬休みや

三学期をすごしたいと思います。                （２学期終業式 ２年３組  舘田 頼人） 

 

 

 

    私は計画的に課題や勉強に取り組み、生活リズムを崩さず、冬休みを過ごすことができました。２学期、１組は何事も取りかかるまでに 

   時間がかかること、その日、その時の気分に流されることがよくあると感じていました。合唱コンクールで負けた後、このことは授業中の 

私語、その時の人間関係、それぞれが自分の気持ちに左右されることなど、すべてに共通していることが分かりました。ですから、学校コン 

クール後からは、気持ちに左右されず、みんなで一つのことをやり遂げられる人になるという意味からも、どんな時もみんなで合唱を歌い続 

けています。 

 また、２学年として３学期力を入れていきたいことは、授業と休み時間の切り替えです。２学期半ばまで授業中の私語が多く、先生方に注 

意をたびたび受けていました。２学期後半は授業態度にＡがつくようになってきたので、今後もみんなで呼びかけをして授業に快く取り組め 

る雰囲気を作っていきたいものです。 

 仲間との絆にも力を入れていきたいと思います。クラス替えした当初からもめ事が毎日のようにあり、雰囲気があまり良いものではありま 

せんでした。初めの頃はすぐ不平不満を口に出してばかりで仲間と向き合うことをしてきませんでした。しかし、この頃はもめ事が起きると 

その都度、話し合いをしたり、時には仲間が間に入り、もめ事の解決に向け取り組むようになってきました。今後も早めの解決を意識して、 

思いやりをもって、仲間との絆を深めていきたいです。課題改善のために、少しずつではありますが、これからも継続して取り組んでいきた 

いと思っています。 

 ３年生になると、修学旅行、体育祭、油中祭、そして高校入試など 後の行事がたくさんあります。その行事すべてにクラス全員で参加で 

きるように、相手の立場を考え、思いやりをもって過ごし、より良い人間関係を築ける学年にしたいと思います。 

                                   （３学期始業式 ２年１組 小倉 萌子） 

 

 

野球教室に参加した 伊藤海輝君【２年】 

のインタビュー 

「重心の移動の仕方を教えてもらいためになった。

今後の練習に生かしたい」 



 

 ３学年 
 

      

僕はこの２学期、失敗することもありましたが、僕の将来につながる、大事な時間を過ごすことができました。 

   まずは、行事についてお話しします。僕が心に残った行事は３つあります。１つめは２年生が主体になった新人戦です。新人チームになった 

   野球部が３年生にはできなかった全校応援というステージで見事に優勝を果たしました。僕達３年生にとっても自分達のことのように嬉しか 

ったです。野球部の後輩には今後の大会でも良い結果が出せるように、冬のトレーニングを頑張って欲しいです。僕達３年生も応援していま 

す。 

２つめは油中祭です。３年生にとっては 後の油中祭ということもあり、去年よりも力を入れて本番に望みました。しかし、今年はシル 

バーウィークや爆弾低気圧による臨時休校などで、思うように作業が進みませんでした。それでも、合唱も様々な展示も、全校生徒が１つの 

ピースとなって協力し合い、素晴らしい油中祭にすることができました。僕達白組も力を合わせ、トラスト合唱で金賞を獲ることができまし 

た。学級合唱は銅賞でしたが、本番まで精一杯努力することができたので、悔いはありません。 

 ３つめは全国リズムダンスコンクールです。３年２組は今週末に東京で行われる全国大会に出場します。それに向けて、この１ヶ月間朝 

早くから登校し、昼休みや土曜日も、受検勉強と両立させながら練習に励んできました。ハードなスケジュールですが、リーダーを中心に全 

員が心を一つにし、 初よりはかなり良くなってきていると思います。 

 後に、受検勉強についてお話しします。９，１０月頃は、自分も含め、学年全体が勉強になかなか取り組むことができませんでした。僕 

の場合は、放課後の学習会への気持ちが向かず、受検への意識が薄かったと思います。でも１１月にあった２者面談や３者面談を通して気持 

ちが変わり、以前よりも真剣に授業や家庭学習に取り組めるようになりました。学年や学級も１１月に入ってかなりやる気が出てきました。 

今頑張っている勉強は、受検だけではなく、高校生活にも生かされると思います。だから、この冬休みはもっと勉強時間を増やし、内容の濃 

い勉強をしたいと思います。 

１・２年生のみなさん、今からしっかり勉強し、３年生になってから慌てないようにしてください。３年生の皆さん、学習会と面接練習 

をみんなで乗り越えていきましょう。 

                                           （２学期終業式 ３年２組  斉藤 吏矩） 

 

 

      

 

皆さんは、この冬休みをどのように過ごしていたでしょうか。１・２年生の皆さんは、冬休みの宿題や部活に、そして３年生の皆さんは 

毎日勉強に明け暮れた日々を過ごしたのではないでしょうか。とうとう冬休みも終わり、いよいよ受検が迫ってきました。僕は、志望校合格 

をめざし、この冬休みに大きな目標を２つ立てました。 

    １つめは「毎日 低８時間は勉強する」ということです。毎日８時間という目標は、正直なところ自分でも厳しすぎると思っていました。 

しかし、やってみると案外時間が経つのが早く、しっかりと達成することができました。頭の中で考えているよりも、実際に実行してみる大 

切さを知ることができました。 

    ２つめの目標は「内容の濃い勉強をする」ということです。１つめの目標に向けて頑張る中で、勉強の量と質のバランスも考えるようにな 

りました。そこで、１つめの目標をクリアできたところで、レベルアップを図るため、勉強の方法だけではなく、勉強の内容も見直し、ただ 

長い時間勉強すればいいのではなく、しっかり理解して知識を定着させることを心がけて取り組んできました。その結果、これまでなかなか 

解けなかった問題が解けるようになり、入試に向けて大きな自信をつけることができました。 

    冬休みはもう終わってしまいました。頭の中は高校入試でいっぱいですが、受検まであとわずか、ということは、卒業まであとわずかとい 

うことにもなります。仲間と一緒に過ごせる時間も、あとわずかしか残っていないということです。３学期は仲間との時間を大切にし、仲間 

と切磋琢磨しあいながら、めざす高校に合格できたら 高だと思います。１・２年生の皆さん、ぜひ、仲間と過ごす時間を大切にして３学期 

の生活を送ってください。３年生の皆さん、この「高校入試」はとても苦しいものです。しかし、これを乗り越えることができれば、４月か 

らは楽しく明るい高校生活が待っているはずです。自分の夢を叶えるための第一歩を踏み出せるよう、その夢を目標にして、一緒に頑張り抜 

きましょう。                            

   （３学期始業式 ３年３組 小原 元太） 

 

    

         栄光の記録 

第１６回青函中学校バスケットボール交流大会 

青森市選抜チーム  選抜選手  齊藤 アクア   新岡 妃捺  

 

第４３回津軽地区室内陸上競技選手権大会  中学校男子 立三段跳び 

    第６位 ７ｍ３８   浅野 友喜  

 
平成２７年度 青森県中学校選抜美術展 

 デザインの部 特選  青森県造形教育連盟会長賞    村本 巳仁 

 工芸の部 特選    青森テレビ社長賞        福井 智春 

 

平成２７年度 青森県中学生冬季県外強化練習会  走幅跳  浅野 友喜    

人生は積み木のようです。だから丁寧に積み上

げていきたいです。私は今その途中にいるのだと

思います。しかし、ここで手を抜いて勉強しないと

受検に失敗し、その積み木は崩れてしまいます。

春に、今の自分よりもはるかに高くなった心の積み

木と一緒に、満面の笑みでこの中学校を卒業した

いと思っています。 

大事なのは強い意志とあきらめない強い気持ち  
始業式の一部から 



    平成２７年度 青森県スポーツ奨励賞   相馬勇紀  （３年） 

               （第３８回 東北中学校 柔道大会 男子90㎏超級  第２位） 

※卒業生の三國谷 海君（青森山田高校） も同じ賞をもらっています。  

  

平成２７年度 青森市文化賞・スポーツ賞   スポーツ奨励賞     茂木  悠真 （１年） 

               （第１６回 松濤連盟全国空手道選手権大会 中学１年生男子  組手 第３位） 

   平成２７年度 会長杯バスケットボール 

           女子 １回戦 対 新城中 ５７対 ５ ５ 勝利    ２回戦 対 南中 ４５対８０ 惜敗 

 

 

  ２月     

 

     ４日（木）  新入生説明会  短縮５時間 

   ５日（金）  ３年期末テスト  激励会合同リハ 漢字検定 

   ８日（月）  二高養入学者選抜 

   ９日（火）  金曜日の時間割  ３年激励会 

  １０日（水）  ３年私立高校受検事前指導 ３年ＰＴＡ例会 

  １２日（金）  私立高校一般入試  

  １４日（日）  青函バスケットボール交流大会（２１日も） 

 1７日（水）  県立学校願書受付 

 １８日（木）  学校評議員会 

 １９日（金）  私立一般合格発表 

 ２３日（火）  全校朝会 テスト前部活動中止 

２４日（水）    職員会議 

２５日（木）  １・２年 集金日①  一高養入学者選抜 

２６日（金）  １・２年 集金日②  １・２年 期末テスト 

        ３年直前テスト 

２７日（土）  冬季サッカー選手権大会 

２９日（月）  清掃強調週間 

 

  ３月     

  ８日（火） 県立高校入学者選抜  １・２年 実力テスト 

 １０日（木） 卒業式予行・準備 

  １１日（金） 第６９回 卒業証書授与式 

 １４日（月） 県立高校合格発表 

 １６日（水） １・２年 ＰＴＡ 例会 

 ２３日（水） 職員会議 

 ２５日（金） 修了式・離任式 

 ２６日（土 ）学年末休業 

 ３０日（水） 新入生物品販売 

 
 

   除雪ボランィア活動開始 

 

1 月 24 日（日） 青森市社会福祉協議会の

依頼により今年度初めての除雪ボランティア

が始まりました。参加したのは演劇部及び男

子テニス部のメンバー２５名です。青森陸上自

衛隊曹友会の方と共に、学区内の高齢者の自

宅を訪問し約 1 時間半の活動を行いました。

ＮＨＫニュースにも放送され、1 年生の市川楓

真君が「雪片付けを１人で行うのは、大変だと

思いました。今後も地域の雪片付けを積極的

に手伝いたいです」とインタビューに立派に答

えていました。 

今後も続きますが、除雪する日時・場所は

青森市社会福祉協議会との協議で決定します

ので、学校に直接依頼されても、ご要望にお

応えすることができませんのでご容赦を！！ 

油川の町がテレビに！！ 
（成田・大室先生が映るかも） 

「油川コミュニティを考える会」 

など青森市内には「まちづくり」を

進めている地区が６地区あり、その

取り組みの様子が特集番組になり

ました。（油川探訪ツアーの様子を

撮影していました。） 

「市民が主役のまちづくり」 

１／３０（土）ＲＡＢ青森放送  

１６：３０～１７：００ 


