
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ９月２２日９月２２日９月２２日９月２２日（木・秋分の日）（木・秋分の日）（木・秋分の日）（木・秋分の日）    油川連合町会、油川地区社会福祉協議会の方々や小中学校の児童生徒約１５０名が油川市民油川連合町会、油川地区社会福祉協議会の方々や小中学校の児童生徒約１５０名が油川市民油川連合町会、油川地区社会福祉協議会の方々や小中学校の児童生徒約１５０名が油川市民油川連合町会、油川地区社会福祉協議会の方々や小中学校の児童生徒約１５０名が油川市民

センターに集まり、決起大会やパレードが行われました。センターに集まり、決起大会やパレードが行われました。センターに集まり、決起大会やパレードが行われました。センターに集まり、決起大会やパレードが行われました。    

夕暮れが早まり、自転車での走行が危険な状態になってきています９月の連休中にも自転車で走行中に側溝に車輪がとられ、夕暮れが早まり、自転車での走行が危険な状態になってきています９月の連休中にも自転車で走行中に側溝に車輪がとられ、夕暮れが早まり、自転車での走行が危険な状態になってきています９月の連休中にも自転車で走行中に側溝に車輪がとられ、夕暮れが早まり、自転車での走行が危険な状態になってきています９月の連休中にも自転車で走行中に側溝に車輪がとられ、

転倒し足の指３本を骨折するという事故も転倒し足の指３本を骨折するという事故も転倒し足の指３本を骨折するという事故も転倒し足の指３本を骨折するという事故も起きています。また、校内でも滑って、足の爪をはぐ等の事故も起きています。暑さ起きています。また、校内でも滑って、足の爪をはぐ等の事故も起きています。暑さ起きています。また、校内でも滑って、足の爪をはぐ等の事故も起きています。暑さ起きています。また、校内でも滑って、足の爪をはぐ等の事故も起きています。暑さ

も和らぎ、運動が活発な時期になっていますが、慎重に行動することを心がけましょうも和らぎ、運動が活発な時期になっていますが、慎重に行動することを心がけましょうも和らぎ、運動が活発な時期になっていますが、慎重に行動することを心がけましょうも和らぎ、運動が活発な時期になっていますが、慎重に行動することを心がけましょう    

 

  

参加生徒：青森ＪＵＭＰチーム（規律委員会３年生＋全校生徒会）参加生徒：青森ＪＵＭＰチーム（規律委員会３年生＋全校生徒会）参加生徒：青森ＪＵＭＰチーム（規律委員会３年生＋全校生徒会）参加生徒：青森ＪＵＭＰチーム（規律委員会３年生＋全校生徒会）            規律委員長規律委員長規律委員長規律委員長    舘田駿斗舘田駿斗舘田駿斗舘田駿斗君君君君    誓いの言葉誓いの言葉誓いの言葉誓いの言葉（３－３）（３－３）（３－３）（３－３）    

                川村翔太（３年）川村翔太（３年）川村翔太（３年）川村翔太（３年）    櫻田未羽（３年櫻田未羽（３年櫻田未羽（３年櫻田未羽（３年））））    安田汐里（３年）安田汐里（３年）安田汐里（３年）安田汐里（３年）                    

                小鹿陽向（２年）小鹿陽向（２年）小鹿陽向（２年）小鹿陽向（２年）    一戸楓花（２年一戸楓花（２年一戸楓花（２年一戸楓花（２年））））    鍵谷桜鍵谷桜鍵谷桜鍵谷桜    （２年（２年（２年（２年)   )   )   )       

                伊藤光輝（２年伊藤光輝（２年伊藤光輝（２年伊藤光輝（２年））））    工藤新汰（２年）工藤新汰（２年）工藤新汰（２年）工藤新汰（２年）    赤坂理紗（２年赤坂理紗（２年赤坂理紗（２年赤坂理紗（２年））））    

        小林茉央（２年小林茉央（２年小林茉央（２年小林茉央（２年））））    

 

夢を目標に夢を目標に夢を目標に夢を目標に    

青森市立油川中学校 

学校だより    第８号   

平成２８年  １０月  ３日 

男子１８３名  女子１６２名 

計３４５名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当：校長 岩田 靖 

 



 

油川中学校油川中学校油川中学校油川中学校    選抜合唱団選抜合唱団選抜合唱団選抜合唱団        「笑顔咲く油川へ」「笑顔咲く油川へ」「笑顔咲く油川へ」「笑顔咲く油川へ」    「「「「Train TrainTrain TrainTrain TrainTrain Train」」」」    「宇宙戦艦ヤマト」「宇宙戦艦ヤマト」「宇宙戦艦ヤマト」「宇宙戦艦ヤマト」    

    

    

        油川中油川中油川中油川中    選抜合唱団選抜合唱団選抜合唱団選抜合唱団        ジャズフェスタに続き、２度目の地域貢献でした。ジャズフェスタに続き、２度目の地域貢献でした。ジャズフェスタに続き、２度目の地域貢献でした。ジャズフェスタに続き、２度目の地域貢献でした。    

        中体連夏季大会後に結成し、夏休み中から練習してきました。合唱部が中体連夏季大会後に結成し、夏休み中から練習してきました。合唱部が中体連夏季大会後に結成し、夏休み中から練習してきました。合唱部が中体連夏季大会後に結成し、夏休み中から練習してきました。合唱部が    

        ありませんので様々な部活動の生徒により、構成されています。ありませんので様々な部活動の生徒により、構成されています。ありませんので様々な部活動の生徒により、構成されています。ありませんので様々な部活動の生徒により、構成されています。    

        今後は油川中祭で披露後、市中文連音楽発表会に今後は油川中祭で披露後、市中文連音楽発表会に今後は油川中祭で披露後、市中文連音楽発表会に今後は油川中祭で披露後、市中文連音楽発表会に油川中学校代表と油川中学校代表と油川中学校代表と油川中学校代表と    

        して出演してくれます。して出演してくれます。して出演してくれます。して出演してくれます。  

 

                                   

                                  かかしの表彰もありましたかかしの表彰もありましたかかしの表彰もありましたかかしの表彰もありました    

・青森市中学校・青森市中学校・青森市中学校・青森市中学校野球野球野球野球選抜チーム参加選抜チーム参加選抜チーム参加選抜チーム参加                                                                            葛西葛西葛西葛西    祐之介祐之介祐之介祐之介    

・・・・青森県中学生バスケットボール青森県中学生バスケットボール青森県中学生バスケットボール青森県中学生バスケットボールＵ１３選抜Ｕ１３選抜Ｕ１３選抜Ｕ１３選抜選手選考会参加選手選考会参加選手選考会参加選手選考会参加                                舘田舘田舘田舘田    玲奈玲奈玲奈玲奈    

    

・第・第・第・第18181818回回回回    ニイヤマカップ（東青地区バスケットボールニューフェイス大会ニイヤマカップ（東青地区バスケットボールニューフェイス大会ニイヤマカップ（東青地区バスケットボールニューフェイス大会ニイヤマカップ（東青地区バスケットボールニューフェイス大会…１年生大会…１年生大会…１年生大会…１年生大会））））    

            女子女子女子女子予選予選予選予選    ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック        （５勝（５勝（５勝（５勝    ０敗０敗０敗０敗    １位突破）１位突破）１位突破）１位突破）    

                対対対対    造道造道造道造道    ３０－１９３０－１９３０－１９３０－１９                対対対対    横内横内横内横内    ３２－１１３２－１１３２－１１３２－１１                    対対対対    南南南南    ３５－１１３５－１１３５－１１３５－１１        

                対対対対    甲田甲田甲田甲田    ３５－２１３５－２１３５－２１３５－２１                対対対対    サルーテサルーテサルーテサルーテ    ３０－６３０－６３０－６３０－６    

            女子決勝トーナメント女子決勝トーナメント女子決勝トーナメント女子決勝トーナメント進出進出進出進出    

 

・第５２回青森市民体育祭・第５２回青森市民体育祭・第５２回青森市民体育祭・第５２回青森市民体育祭    青森市民青森市民青森市民青森市民    武道祭武道祭武道祭武道祭        剣道剣道剣道剣道        中学校女子２年生以上の部中学校女子２年生以上の部中学校女子２年生以上の部中学校女子２年生以上の部    第３位第３位第３位第３位        木立木立木立木立    和花和花和花和花    

・平和ミーティング・平和ミーティング・平和ミーティング・平和ミーティング    参加者参加者参加者参加者    

                １年１年１年１年        齋藤齋藤齋藤齋藤        肇肇肇肇            ２年２年２年２年    小林小林小林小林    さくらさくらさくらさくら        ３年３年３年３年    木浪木浪木浪木浪    悠太悠太悠太悠太    

・・・・    

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    第２回第２回第２回第２回    漢字検定漢字検定漢字検定漢字検定     

    【準２級合格】【準２級合格】【準２級合格】【準２級合格】                                                                    【３級】【３級】【３級】【３級】    

                            ・鎌田康生（３年・鎌田康生（３年・鎌田康生（３年・鎌田康生（３年））））                                                                相内康誠（２年）、成田奏初（２年）、越後谷規人（３年相内康誠（２年）、成田奏初（２年）、越後谷規人（３年相内康誠（２年）、成田奏初（２年）、越後谷規人（３年相内康誠（２年）、成田奏初（２年）、越後谷規人（３年））））    

中村美月中村美月中村美月中村美月（３年）、赤坂実祐（３年）、大西達也（３年（３年）、赤坂実祐（３年）、大西達也（３年（３年）、赤坂実祐（３年）、大西達也（３年（３年）、赤坂実祐（３年）、大西達也（３年））））    

                                                                                                                工藤楓生（３年）、舩水理帆（３年）、安田汐里（３年工藤楓生（３年）、舩水理帆（３年）、安田汐里（３年工藤楓生（３年）、舩水理帆（３年）、安田汐里（３年工藤楓生（３年）、舩水理帆（３年）、安田汐里（３年））））    

                                                                                                                柿柿柿柿﨑勇祐（３年）、葛西﨑勇祐（３年）、葛西﨑勇祐（３年）、葛西﨑勇祐（３年）、葛西    海（３年）、葛西海（３年）、葛西海（３年）、葛西海（３年）、葛西    大（３年大（３年大（３年大（３年））））    

                                                                                                                成田紗愛（３年）成田紗愛（３年）成田紗愛（３年）成田紗愛（３年）    

平成２８年度第１４回「あおもり教育の日」平成２８年度第１４回「あおもり教育の日」平成２８年度第１４回「あおもり教育の日」平成２８年度第１４回「あおもり教育の日」    （１０月８日）（１０月８日）（１０月８日）（１０月８日）    

      意見発表意見発表意見発表意見発表        大川菜々子（２年）大川菜々子（２年）大川菜々子（２年）大川菜々子（２年）    

 

 

 



 

  

 

 

 

  東奥日報東奥日報東奥日報東奥日報        ９月１３日９月１３日９月１３日９月１３日                                公式公式公式公式    パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット    表紙デザイン表紙デザイン表紙デザイン表紙デザイン                    美術部デザインの舞台背景画美術部デザインの舞台背景画美術部デザインの舞台背景画美術部デザインの舞台背景画    

                                                                                                                    安田安田安田安田    汐里（３年）汐里（３年）汐里（３年）汐里（３年）                    衣装のデザインも本校美術部衣装のデザインも本校美術部衣装のデザインも本校美術部衣装のデザインも本校美術部    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    １１月１１月１１月１１月    ２０日（日）１４：００にリンクステーション青森（入場無料）で開演される２０日（日）１４：００にリンクステーション青森（入場無料）で開演される２０日（日）１４：００にリンクステーション青森（入場無料）で開演される２０日（日）１４：００にリンクステーション青森（入場無料）で開演される    青い森音楽祭２０１６青い森音楽祭２０１６青い森音楽祭２０１６青い森音楽祭２０１６        

「ミュージカル「ミュージカル「ミュージカル「ミュージカル    転校生」に本校の美術部の作成の舞台背景画、衣装が使われることを以前お知らせしましたが転校生」に本校の美術部の作成の舞台背景画、衣装が使われることを以前お知らせしましたが転校生」に本校の美術部の作成の舞台背景画、衣装が使われることを以前お知らせしましたが転校生」に本校の美術部の作成の舞台背景画、衣装が使われることを以前お知らせしましたが    

開演まであと１ヶ月半を前に、公式パンフレットが完成しました。表紙には安田開演まであと１ヶ月半を前に、公式パンフレットが完成しました。表紙には安田開演まであと１ヶ月半を前に、公式パンフレットが完成しました。表紙には安田開演まであと１ヶ月半を前に、公式パンフレットが完成しました。表紙には安田    汐里さんのデザインが採用され、汐里さんのデザインが採用され、汐里さんのデザインが採用され、汐里さんのデザインが採用され、    

美術部の背景画やデザインした衣装も劇中で使われる予定です。更に、当初は裏方として参加予定であった演劇部美術部の背景画やデザインした衣装も劇中で使われる予定です。更に、当初は裏方として参加予定であった演劇部美術部の背景画やデザインした衣装も劇中で使われる予定です。更に、当初は裏方として参加予定であった演劇部美術部の背景画やデザインした衣装も劇中で使われる予定です。更に、当初は裏方として参加予定であった演劇部    

もミュージカルの中の重要なグループダンスの振付やダンスに出演することになりました。もミュージカルの中の重要なグループダンスの振付やダンスに出演することになりました。もミュージカルの中の重要なグループダンスの振付やダンスに出演することになりました。もミュージカルの中の重要なグループダンスの振付やダンスに出演することになりました。    

両部とも油中祭を間近に控え、美術部は体育館舞台背景画や個人作品、演劇部も文化祭の演劇と忙しい中ですが両部とも油中祭を間近に控え、美術部は体育館舞台背景画や個人作品、演劇部も文化祭の演劇と忙しい中ですが両部とも油中祭を間近に控え、美術部は体育館舞台背景画や個人作品、演劇部も文化祭の演劇と忙しい中ですが両部とも油中祭を間近に控え、美術部は体育館舞台背景画や個人作品、演劇部も文化祭の演劇と忙しい中ですが    

二度とできないものですのでやりきってほしいと思っています。東奥小中学生新聞（二度とできないものですのでやりきってほしいと思っています。東奥小中学生新聞（二度とできないものですのでやりきってほしいと思っています。東奥小中学生新聞（二度とできないものですのでやりきってほしいと思っています。東奥小中学生新聞（Juni JuniJuni JuniJuni JuniJuni Juni））））の中段にはケンカの中段にはケンカの中段にはケンカの中段にはケンカ

の場面を練習する２年生の演劇部員の写真や演劇部員の場面を練習する２年生の演劇部員の写真や演劇部員の場面を練習する２年生の演劇部員の写真や演劇部員の場面を練習する２年生の演劇部員の写真や演劇部員    のインタビューが掲載されていました。のインタビューが掲載されていました。のインタビューが掲載されていました。のインタビューが掲載されていました。    

「普段やっている劇とは違う、テレビで見るようなミュージカル。声を張り上げ、みんなと協力して素晴らしいもの「普段やっている劇とは違う、テレビで見るようなミュージカル。声を張り上げ、みんなと協力して素晴らしいもの「普段やっている劇とは違う、テレビで見るようなミュージカル。声を張り上げ、みんなと協力して素晴らしいもの「普段やっている劇とは違う、テレビで見るようなミュージカル。声を張り上げ、みんなと協力して素晴らしいもの

にしたい」にしたい」にしたい」にしたい」        蝦名栞莉（３年）蝦名栞莉（３年）蝦名栞莉（３年）蝦名栞莉（３年）        

    沖館中学校の演劇部や合唱部、筒井中学校の吹奏楽部、函館の的場中学校、本校と中学生が創りあげたものですの沖館中学校の演劇部や合唱部、筒井中学校の吹奏楽部、函館の的場中学校、本校と中学生が創りあげたものですの沖館中学校の演劇部や合唱部、筒井中学校の吹奏楽部、函館の的場中学校、本校と中学生が創りあげたものですの沖館中学校の演劇部や合唱部、筒井中学校の吹奏楽部、函館の的場中学校、本校と中学生が創りあげたものですの

でででで楽しみにしたいと思っています。楽しみにしたいと思っています。楽しみにしたいと思っています。楽しみにしたいと思っています。    

    入場無料ですので入場無料ですので入場無料ですので入場無料ですのでごごごご家族お誘いあわせの上でのご来場をお待ちします。家族お誘いあわせの上でのご来場をお待ちします。家族お誘いあわせの上でのご来場をお待ちします。家族お誘いあわせの上でのご来場をお待ちします。たまにはミュージカルたまにはミュージカルたまにはミュージカルたまにはミュージカル

というものをみるべし！！というものをみるべし！！というものをみるべし！！というものをみるべし！！    

お気軽においで下さいお気軽においで下さいお気軽においで下さいお気軽においで下さい    

１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日（金）～１１月日（金）～１１月日（金）～１１月日（金）～１１月１２日（土）１２日（土）１２日（土）１２日（土）ににににリンクステーション青森（入場無料）リンクステーション青森（入場無料）リンクステーション青森（入場無料）リンクステーション青森（入場無料）    

でででで第１５回青森県中学校総合文化祭が開催されます。第１５回青森県中学校総合文化祭が開催されます。第１５回青森県中学校総合文化祭が開催されます。第１５回青森県中学校総合文化祭が開催されます。県内の中学校の伝統芸能県内の中学校の伝統芸能県内の中学校の伝統芸能県内の中学校の伝統芸能    

や合唱、吹奏楽、弁論他、書道、美術、技術作品など様々なものが演奏、展示や合唱、吹奏楽、弁論他、書道、美術、技術作品など様々なものが演奏、展示や合唱、吹奏楽、弁論他、書道、美術、技術作品など様々なものが演奏、展示や合唱、吹奏楽、弁論他、書道、美術、技術作品など様々なものが演奏、展示

されます。されます。されます。されます。    

本校は生徒会長の山本本校は生徒会長の山本本校は生徒会長の山本本校は生徒会長の山本    倫君が東青地区中学生を代表して、生徒倫君が東青地区中学生を代表して、生徒倫君が東青地区中学生を代表して、生徒倫君が東青地区中学生を代表して、生徒

歓迎の言葉を述べる他、田中友梨さん、安田汐里さんが総合司会、歓迎の言葉を述べる他、田中友梨さん、安田汐里さんが総合司会、歓迎の言葉を述べる他、田中友梨さん、安田汐里さんが総合司会、歓迎の言葉を述べる他、田中友梨さん、安田汐里さんが総合司会、

生徒会役員が受付、介添えなどを行います。生徒会役員が受付、介添えなどを行います。生徒会役員が受付、介添えなどを行います。生徒会役員が受付、介添えなどを行います。    

                                                                                                                    



 

 

     １０月１５１０月１５１０月１５１０月１５日（土）日（土）日（土）日（土）                                                                                                １０月１６１０月１６１０月１６１０月１６日（日）日（日）日（日）日（日）        

    

８：４０～８：４０～８：４０～８：４０～    ８：４３８：４３８：４３８：４３    来賓入場来賓入場来賓入場来賓入場                                                                        

８：４５～８：４５～８：４５～８：４５～    ９：１５９：１５９：１５９：１５    開祭式開祭式開祭式開祭式                                                                     ９：００～９：００～９：００～９：００～    ９９９９：１０：１０：１０：１０    来賓・保護者・一般来校者来賓・保護者・一般来校者来賓・保護者・一般来校者来賓・保護者・一般来校者入場入場入場入場    

                隊形移動隊形移動隊形移動隊形移動                                                                                                    ９：２０～１０：００９：２０～１０：００９：２０～１０：００９：２０～１０：００    演劇部発表演劇部発表演劇部発表演劇部発表    

                                                                                                                                １０：０５～１０：２５１０：０５～１０：２５１０：０５～１０：２５１０：０５～１０：２５    平和大使活動報告平和大使活動報告平和大使活動報告平和大使活動報告    

９：２５～９：２５～９：２５～９：２５～    ９：４５９：４５９：４５９：４５    発表発表発表発表    ①①①①    英語スピーチ英語スピーチ英語スピーチ英語スピーチ                                    １０：３５～１１：００１０：３５～１１：００１０：３５～１１：００１０：３５～１１：００    選抜合唱発表選抜合唱発表選抜合唱発表選抜合唱発表    

防犯弁論防犯弁論防犯弁論防犯弁論                                            １１：１０～１３：１１１：１０～１３：１１１：１０～１３：１１１：１０～１３：１００００    昼食・展示鑑賞昼食・展示鑑賞昼食・展示鑑賞昼食・展示鑑賞    

９：５５～１０：４５９：５５～１０：４５９：５５～１０：４５９：５５～１０：４５    発表発表発表発表    ②②②②    各学年総合学習の発表各学年総合学習の発表各学年総合学習の発表各学年総合学習の発表                    １３：２０～１４：３０１３：２０～１４：３０１３：２０～１４：３０１３：２０～１４：３０    

（職場見学、体験など）（職場見学、体験など）（職場見学、体験など）（職場見学、体験など）                            発表①発表①発表①発表①    校内合唱コンクール校内合唱コンクール校内合唱コンクール校内合唱コンクール    

１０：５０～１１：００１０：５０～１１：００１０：５０～１１：００１０：５０～１１：００    発表発表発表発表    ③③③③    各部門アピールタイム各部門アピールタイム各部門アピールタイム各部門アピールタイム                        １年１年１年１年                学年合唱学年合唱学年合唱学年合唱            

１１：００～１３：００１１：００～１３：００１１：００～１３：００１１：００～１３：００    昼食・展示鑑賞昼食・展示鑑賞昼食・展示鑑賞昼食・展示鑑賞                                                            ２年２年２年２年            学年合唱学年合唱学年合唱学年合唱    

１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５    発表発表発表発表    ④④④④    トラスト合唱コンクールトラスト合唱コンクールトラスト合唱コンクールトラスト合唱コンクール                        ３年３年３年３年            学年合唱学年合唱学年合唱学年合唱    

                                    

                                                                                                                                        １１：１１：１１：１１：１１１１０～１０～１０～１０～１1111：：：：５５５５００００    

１１：００～１１：１１：００～１１：１１：００～１１：１１：００～１１：００００５５５５    来賓・保護者・一般来校者退場来賓・保護者・一般来校者退場来賓・保護者・一般来校者退場来賓・保護者・一般来校者退場                            食堂利用食堂利用食堂利用食堂利用        食堂係食堂係食堂係食堂係        展示見学展示見学展示見学展示見学        体育館体育館体育館体育館    

                                                                                                                                        ２年２年２年２年                ３年３年３年３年            ３年３年３年３年                １年１年１年１年    

１１：００～１３：０１１：００～１３：０１１：００～１３：０１１：００～１３：０００００    食堂・展示鑑賞食堂・展示鑑賞食堂・展示鑑賞食堂・展示鑑賞                                                        １１：５０～１２：３０１１：５０～１２：３０１１：５０～１２：３０１１：５０～１２：３０    

                                                                                                                                    食堂食堂食堂食堂利用利用利用利用        食堂係食堂係食堂係食堂係        展示見学展示見学展示見学展示見学        体育館体育館体育館体育館    

１１：００～１１：４０１１：００～１１：４０１１：００～１１：４０１１：００～１１：４０                                                                                    ３年３年３年３年                １年１年１年１年            １年１年１年１年                ２年２年２年２年    

食堂利用食堂利用食堂利用食堂利用        食堂係食堂係食堂係食堂係        展示見学展示見学展示見学展示見学        体育館練習体育館練習体育館練習体育館練習                                    １２：３０～１３：１０１２：３０～１３：１０１２：３０～１３：１０１２：３０～１３：１０        

            緑緑緑緑組組組組                白組白組白組白組            白白白白組組組組                    赤組赤組赤組赤組                                            食堂利用食堂利用食堂利用食堂利用        食堂係食堂係食堂係食堂係        展示見学展示見学展示見学展示見学        体育館体育館体育館体育館    

        １１：４０～１２：２１１：４０～１２：２１１：４０～１２：２１１：４０～１２：２００００                                                                                    １年１年１年１年                ２年２年２年２年            ２年２年２年２年                    ３年３年３年３年    

        食堂利用食堂利用食堂利用食堂利用        食堂係食堂係食堂係食堂係        展示見学展示見学展示見学展示見学        体育館練習体育館練習体育館練習体育館練習                                                

            白白白白組組組組                赤赤赤赤組組組組            赤赤赤赤組組組組                    緑緑緑緑組組組組                                                    

        １２：２０～１３：０１２：２０～１３：０１２：２０～１３：０１２：２０～１３：０００００                                                                                            

        食堂利用食堂利用食堂利用食堂利用        食堂係食堂係食堂係食堂係        展示見学展示見学展示見学展示見学        体育館練習体育館練習体育館練習体育館練習                                １３：２０～１４：３０１３：２０～１４：３０１３：２０～１４：３０１３：２０～１４：３０            生徒休憩生徒休憩生徒休憩生徒休憩                

            赤赤赤赤組組組組                緑緑緑緑組組組組                緑緑緑緑組組組組                    白組白組白組白組                                            １４：００～１５：２０１４：００～１５：２０１４：００～１５：２０１４：００～１５：２０            閉祭式閉祭式閉祭式閉祭式            

    

１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５                        

            トラスト合唱コンクールトラスト合唱コンクールトラスト合唱コンクールトラスト合唱コンクール                                                                

 

    １０１０１０１０月月月月    

            ３日（月）３日（月）３日（月）３日（月）市中教研教科別研究集会（学活後下校市中教研教科別研究集会（学活後下校市中教研教科別研究集会（学活後下校市中教研教科別研究集会（学活後下校））））        給食なし給食なし給食なし給食なし            自宅学習１５：３０まで自宅学習１５：３０まで自宅学習１５：３０まで自宅学習１５：３０まで    

            ４日（火）短縮授業４日（火）短縮授業４日（火）短縮授業４日（火）短縮授業    全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会        トラスト練習トラスト練習トラスト練習トラスト練習    開始開始開始開始            ステージ練習開始ステージ練習開始ステージ練習開始ステージ練習開始    

５日（水）短縮授業５日（水）短縮授業５日（水）短縮授業５日（水）短縮授業    １年合唱練習１年合唱練習１年合唱練習１年合唱練習        ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日    平和ミーティング平和ミーティング平和ミーティング平和ミーティング    

            ６日（木）短縮授業６日（木）短縮授業６日（木）短縮授業６日（木）短縮授業    ２年合唱練習２年合唱練習２年合唱練習２年合唱練習        ３年合唱練習３年合唱練習３年合唱練習３年合唱練習    

７日（金）短縮授業７日（金）短縮授業７日（金）短縮授業７日（金）短縮授業    

８日（土）英語検定８日（土）英語検定８日（土）英語検定８日（土）英語検定        あおもり教育の日（大川さん）あおもり教育の日（大川さん）あおもり教育の日（大川さん）あおもり教育の日（大川さん）    ニイヤマカップ決勝Ｔ（浪岡体育館）ニイヤマカップ決勝Ｔ（浪岡体育館）ニイヤマカップ決勝Ｔ（浪岡体育館）ニイヤマカップ決勝Ｔ（浪岡体育館）    

            ９日（日）９日（日）９日（日）９日（日）    サッカー１年生大会サッカー１年生大会サッカー１年生大会サッカー１年生大会    

        １０日（月）１０日（月）１０日（月）１０日（月）            〃〃〃〃    

        １１日（火）短縮授業１１日（火）短縮授業１１日（火）短縮授業１１日（火）短縮授業    月曜日の時間割月曜日の時間割月曜日の時間割月曜日の時間割    

１２日（水）短縮授業１２日（水）短縮授業１２日（水）短縮授業１２日（水）短縮授業    １年合唱練習１年合唱練習１年合唱練習１年合唱練習    開閉祭式練習開閉祭式練習開閉祭式練習開閉祭式練習        トラスト練習トラスト練習トラスト練習トラスト練習    水１水５水１水５水１水５水１水５    水３水２水３水２水３水２水３水２    

１３日（木１３日（木１３日（木１３日（木）短縮授業）短縮授業）短縮授業）短縮授業    ２・３年合唱練習２・３年合唱練習２・３年合唱練習２・３年合唱練習        油小油小油小油小    学区探検学区探検学区探検学区探検    

１４日（金１４日（金１４日（金１４日（金    開閉祭式練習開閉祭式練習開閉祭式練習開閉祭式練習    予行予行予行予行    （弁当持参）（弁当持参）（弁当持参）（弁当持参）    

１５日（土１５日（土１５日（土１５日（土））））油中祭油中祭油中祭油中祭    １日目１日目１日目１日目        

１６日（日１６日（日１６日（日１６日（日））））油中祭油中祭油中祭油中祭    ２日目２日目２日目２日目    

１７日（月１７日（月１７日（月１７日（月））））振替休日振替休日振替休日振替休日                                                                                                                                本校にお出でになる方へ本校にお出でになる方へ本校にお出でになる方へ本校にお出でになる方へ    

１８日（１８日（１８日（１８日（火火火火））））振替休日振替休日振替休日振替休日                                                                                                                                    おもてなしの心でおもてなしの心でおもてなしの心でおもてなしの心で    

１９日（月）１９日（月）１９日（月）１９日（月）トレパン登後トレパン登後トレパン登後トレパン登後    片付け（１校時）片付け（１校時）片付け（１校時）片付け（１校時）                                                                                    迎えましょう。迎えましょう。迎えましょう。迎えましょう。    

２０日（火）２０日（火）２０日（火）２０日（火）    街頭募金街頭募金街頭募金街頭募金                                                                                                                                                                                                                                                                返事返事返事返事    挨拶挨拶挨拶挨拶    

２１日（水）２１日（水）２１日（水）２１日（水）東奥学園高校説明会東奥学園高校説明会東奥学園高校説明会東奥学園高校説明会                                                                                                                                            笑顔笑顔笑顔笑顔    素直な心素直な心素直な心素直な心    

２４２４２４２４日（月）後期時間割開始日（月）後期時間割開始日（月）後期時間割開始日（月）後期時間割開始        評議員会評議員会評議員会評議員会            

２５日（火）市中文連音楽発表会２５日（火）市中文連音楽発表会２５日（火）市中文連音楽発表会２５日（火）市中文連音楽発表会    

２６２６２６２６日日日日（水）諸費納入日①（水）諸費納入日①（水）諸費納入日①（水）諸費納入日①        ６年生体験入学６年生体験入学６年生体験入学６年生体験入学        ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日    

２７２７２７２７日日日日（木）（木）（木）（木）諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②        

２８日（金２８日（金２８日（金２８日（金））））３年模擬テスト３年模擬テスト３年模擬テスト３年模擬テスト    調査書作成委員会調査書作成委員会調査書作成委員会調査書作成委員会    


