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生徒会長生徒会長生徒会長生徒会長                                                                                                                    生徒会副会長生徒会副会長生徒会副会長生徒会副会長        

小林小林小林小林    さくらさくらさくらさくら                                    最上最上最上最上    敬太敬太敬太敬太                                鍵谷鍵谷鍵谷鍵谷    桜桜桜桜                                                齋藤齋藤齋藤齋藤    肇肇肇肇                                赤坂赤坂赤坂赤坂    伶伶伶伶    

                 

  

生徒会執行部生徒会執行部生徒会執行部生徒会執行部: : : : 佐々木佐々木佐々木佐々木    騎士騎士騎士騎士    小林小林小林小林    茉央茉央茉央茉央        工藤工藤工藤工藤    新汰新汰新汰新汰        森森森森    穂乃佳穂乃佳穂乃佳穂乃佳    山崎山崎山崎山崎    優真優真優真優真            田中田中田中田中    悠真悠真悠真悠真            

    

規律委員規律委員規律委員規律委員長長長長                保健委員長保健委員長保健委員長保健委員長                        学習委員長学習委員長学習委員長学習委員長                    広報図書委員長広報図書委員長広報図書委員長広報図書委員長                            集会委員長集会委員長集会委員長集会委員長                        応援委員長応援委員長応援委員長応援委員長    

舘田舘田舘田舘田    透惟透惟透惟透惟                成田成田成田成田    奏初奏初奏初奏初                                坂本坂本坂本坂本    光陽光陽光陽光陽                    横内横内横内横内        立立立立                                堀谷堀谷堀谷堀谷    陸斗陸斗陸斗陸斗                                    伊藤伊藤伊藤伊藤    光輝光輝光輝光輝    

                                                                        

                        

１学年会長１学年会長１学年会長１学年会長                ２学年会長２学年会長２学年会長２学年会長        

七戸七戸七戸七戸    咲来咲来咲来咲来            大科大科大科大科    陽陽陽陽彩彩彩彩                                    

                

    

    

 

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１０号   

平成２８年  １１月 ２２日 

男子１８２名  女子１６２名 

計３４４名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当：校長 岩田 靖 

 

 

 信用や信頼信用や信頼信用や信頼信用や信頼は、相手とのコミュニケーションを円滑に行うために重要な

要素です。メンバーからの信用、信頼なくしては、指示もきちんと伝わら信用、信頼なくしては、指示もきちんと伝わら信用、信頼なくしては、指示もきちんと伝わら信用、信頼なくしては、指示もきちんと伝わら

ずずずず、最高の結果を得るのが難しくなります 
また、信念信念信念信念がぶれていると、メンバーに自信をもって指示自信をもって指示自信をもって指示自信をもって指示することが

できず、メンバーも自信をもって仕事をすることができなくなります。        

自分自身の能力向上だけでなく、他のメンバーのことも細かく観察し、自分自身の能力向上だけでなく、他のメンバーのことも細かく観察し、自分自身の能力向上だけでなく、他のメンバーのことも細かく観察し、自分自身の能力向上だけでなく、他のメンバーのことも細かく観察し、

相手が困っている時にきちんとアドバイスができるようにしておくことも相手が困っている時にきちんとアドバイスができるようにしておくことも相手が困っている時にきちんとアドバイスができるようにしておくことも相手が困っている時にきちんとアドバイスができるようにしておくことも

重要重要重要重要です。                              ［認証式［認証式［認証式［認証式    挨拶の一部から］挨拶の一部から］挨拶の一部から］挨拶の一部から］    

 



 

 

 

 

 

 

   （東奥日報 11月15日 朝刊） 

                                                     

 

 

青森市の油川中学校で行われた選挙出前講座選挙出前講座選挙出前講座選挙出前講座には、３年生１１４人が参加しました。はじめに、投票の大切さや青森県の投票率

の低さについて講義が行われたあと、３人の先生が立候補者となり、くじ引きで届け出順が決められました。この模擬投票は、人人人人

口１０万人の油川市の市長を選ぶ口１０万人の油川市の市長を選ぶ口１０万人の油川市の市長を選ぶ口１０万人の油川市の市長を選ぶというもの。学校ではきょうの投票に備えて１週間前からポスターや選挙公報を廊下に貼りだし、

選挙ムードを高めてきました。演説会では、立候補者がそれぞれの公約や政策を真面目に訴えます。演説会では、立候補者がそれぞれの公約や政策を真面目に訴えます。演説会では、立候補者がそれぞれの公約や政策を真面目に訴えます。演説会では、立候補者がそれぞれの公約や政策を真面目に訴えます。一方、会場の担当者役の生徒

は、実際の選挙とほぼ同じ投票所での準備作業を体験します。そしていよいよ投票。投票用紙に名前を書いて１票を投じます。開

票の結果、勉強しない党公認の候補勉強しない党公認の候補勉強しない党公認の候補勉強しない党公認の候補（横山先生）（横山先生）（横山先生）（横山先生）が当選。バンザイ三唱まで、本番さながらが当選。バンザイ三唱まで、本番さながらが当選。バンザイ三唱まで、本番さながらが当選。バンザイ三唱まで、本番さながらでした。講座を開いた市選管では、今

月２７日に投票が行われる青森市長選挙での投票率向上に期待していました。           

  （（（（11111111月月月月8888日日日日    ＡＴＶ青森テレビＡＴＶ青森テレビＡＴＶ青森テレビＡＴＶ青森テレビ    ニュース原稿）ニュース原稿）ニュース原稿）ニュース原稿）     

                        

 

 



 

  

１１月１７日（木） 今年度の キャリア教育の目玉として、第９号でお知らせしたように生徒に将来就きたい職

業のアンケートをとり、上位にランクされた職業で活躍されている方を招き職業講話が開催されました。 

      

ブランドプランナーブランドプランナーブランドプランナーブランドプランナー    ((((株株株株))))    メゾンの三上さんメゾンの三上さんメゾンの三上さんメゾンの三上さん                                薬剤師会副会長薬剤師会副会長薬剤師会副会長薬剤師会副会長    川村さん川村さん川村さん川村さん        保育士保育士保育士保育士    阿部さん阿部さん阿部さん阿部さん    

                                                                                                                                                                        東奥・福祉専門学院東奥・福祉専門学院東奥・福祉専門学院東奥・福祉専門学院    副学院長副学院長副学院長副学院長    

      

県庁職員 妻神さん   警察官 常田さん  看護師 柿崎さん妊婦体験   一級建築士 稲見さん 

      

ウェディングプランナー荒谷さんウェディングプランナー荒谷さんウェディングプランナー荒谷さんウェディングプランナー荒谷さん        獣医師獣医師獣医師獣医師        須藤さん須藤さん須藤さん須藤さん            介護士介護士介護士介護士    勝田三思園の皆さん勝田三思園の皆さん勝田三思園の皆さん勝田三思園の皆さん        管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士の辻村さんの辻村さんの辻村さんの辻村さん    

 

    

    白バイは簡単に持ち上がりません白バイは簡単に持ち上がりません白バイは簡単に持ち上がりません白バイは簡単に持ち上がりません    「「「「イエ～イイエ～イイエ～イイエ～イ」」」」            佃中の教え子が佃中の教え子が佃中の教え子が佃中の教え子が                ファニー美容院ファニー美容院ファニー美容院ファニー美容院    佐藤さんと佐藤さんと佐藤さんと佐藤さんと    

                                                                                                        白バイ隊員になって白バイ隊員になって白バイ隊員になって白バイ隊員になって            ネイルチップ作成とパーマのロッド巻きネイルチップ作成とパーマのロッド巻きネイルチップ作成とパーマのロッド巻きネイルチップ作成とパーマのロッド巻き    

                                                                                                        ました（今ました（今ました（今ました（今    巡査）巡査）巡査）巡査）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ウェディングプランナー荒谷さんより、ウェディングプランナー荒谷さんより、ウェディングプランナー荒谷さんより、ウェディングプランナー荒谷さんより、    学校や大室先生あてにメールがきていました。学校や大室先生あてにメールがきていました。学校や大室先生あてにメールがきていました。学校や大室先生あてにメールがきていました。 

  

フレアージュスウィートの荒谷でございます。フレアージュスウィートの荒谷でございます。フレアージュスウィートの荒谷でございます。フレアージュスウィートの荒谷でございます。    

先程はご貴重なお時間を頂きまして本当にありがとうございました。今日、教壇に立たせていただき改めて授業の難しさ先程はご貴重なお時間を頂きまして本当にありがとうございました。今日、教壇に立たせていただき改めて授業の難しさ先程はご貴重なお時間を頂きまして本当にありがとうございました。今日、教壇に立たせていただき改めて授業の難しさ先程はご貴重なお時間を頂きまして本当にありがとうございました。今日、教壇に立たせていただき改めて授業の難しさ

と大変さを感じました。教える、伝える、理解させる・・色々考えると生徒さんにしっかり分かっていただけたかなぁと少し心と大変さを感じました。教える、伝える、理解させる・・色々考えると生徒さんにしっかり分かっていただけたかなぁと少し心と大変さを感じました。教える、伝える、理解させる・・色々考えると生徒さんにしっかり分かっていただけたかなぁと少し心と大変さを感じました。教える、伝える、理解させる・・色々考えると生徒さんにしっかり分かっていただけたかなぁと少し心

配でしたが、とても楽しい時間でした。配でしたが、とても楽しい時間でした。配でしたが、とても楽しい時間でした。配でしたが、とても楽しい時間でした。    

先生は毎日沢山の授業をされるので本当にすごいお仕事だと改めて感じました。また、普段のお仕事に加え本日の企画先生は毎日沢山の授業をされるので本当にすごいお仕事だと改めて感じました。また、普段のお仕事に加え本日の企画先生は毎日沢山の授業をされるので本当にすごいお仕事だと改めて感じました。また、普段のお仕事に加え本日の企画先生は毎日沢山の授業をされるので本当にすごいお仕事だと改めて感じました。また、普段のお仕事に加え本日の企画

も大変だったかと思います。本当にありがとうございました。も大変だったかと思います。本当にありがとうございました。も大変だったかと思います。本当にありがとうございました。も大変だったかと思います。本当にありがとうございました。    

今日びっくりしたのは生徒のみんなが私が思っている以上に今回の授業に目的を持って参加してく今日びっくりしたのは生徒のみんなが私が思っている以上に今回の授業に目的を持って参加してく今日びっくりしたのは生徒のみんなが私が思っている以上に今回の授業に目的を持って参加してく今日びっくりしたのは生徒のみんなが私が思っている以上に今回の授業に目的を持って参加してくれていたことです。私れていたことです。私れていたことです。私れていたことです。私

が中学生の時は何にも考えていなかったのでが中学生の時は何にも考えていなかったのでが中学生の時は何にも考えていなかったのでが中学生の時は何にも考えていなかったので講話講話講話講話はぼーっとしていた記憶しかないのですが笑汗はぼーっとしていた記憶しかないのですが笑汗はぼーっとしていた記憶しかないのですが笑汗はぼーっとしていた記憶しかないのですが笑汗    

みんなの目がしっかりと私を見てくれていて、私の投げた球をみんなしっかりとキャッチしてくれていたなぁと思いました。みんなの目がしっかりと私を見てくれていて、私の投げた球をみんなしっかりとキャッチしてくれていたなぁと思いました。みんなの目がしっかりと私を見てくれていて、私の投げた球をみんなしっかりとキャッチしてくれていたなぁと思いました。みんなの目がしっかりと私を見てくれていて、私の投げた球をみんなしっかりとキャッチしてくれていたなぁと思いました。    

まっすぐで素直で、とても素敵な生徒さんまっすぐで素直で、とても素敵な生徒さんまっすぐで素直で、とても素敵な生徒さんまっすぐで素直で、とても素敵な生徒さんばかりで大人になったら活躍できる方たちばかりだと思います。少し先のことでばかりで大人になったら活躍できる方たちばかりだと思います。少し先のことでばかりで大人になったら活躍できる方たちばかりだと思います。少し先のことでばかりで大人になったら活躍できる方たちばかりだと思います。少し先のことですすすす

がこの機会を通して、一緒のお仕事ができるの楽しみにしていますがこの機会を通して、一緒のお仕事ができるの楽しみにしていますがこの機会を通して、一緒のお仕事ができるの楽しみにしていますがこの機会を通して、一緒のお仕事ができるの楽しみにしています。。。。    

雪も降り始めて、冬も本格化し始めました。お忙しいかと思いますがどうぞ自愛くださいませ。雪も降り始めて、冬も本格化し始めました。お忙しいかと思いますがどうぞ自愛くださいませ。雪も降り始めて、冬も本格化し始めました。お忙しいかと思いますがどうぞ自愛くださいませ。雪も降り始めて、冬も本格化し始めました。お忙しいかと思いますがどうぞ自愛くださいませ。    

生徒の皆さんにもよろしくお伝えください。生徒の皆さんにもよろしくお伝えください。生徒の皆さんにもよろしくお伝えください。生徒の皆さんにもよろしくお伝えください。    

 



 ＜表彰の記録＞ 

 

第第第第5555回回回回    チアーズ杯チアーズ杯チアーズ杯チアーズ杯        平成平成平成平成28282828年度青森県少年少女レスリング選手権大会年度青森県少年少女レスリング選手権大会年度青森県少年少女レスリング選手権大会年度青森県少年少女レスリング選手権大会    

        中学生男子の部中学生男子の部中学生男子の部中学生男子の部    ５０㎏級５０㎏級５０㎏級５０㎏級        第第第第3333位位位位    小山内小山内小山内小山内        健健健健    

    

ＪＯＣジュニアオリンピックカップＪＯＣジュニアオリンピックカップＪＯＣジュニアオリンピックカップＪＯＣジュニアオリンピックカップ    ２０１６２０１６２０１６２０１６    

                平成平成平成平成28282828年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）（年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）（年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）（年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）（inininin    山梨県）山梨県）山梨県）山梨県）    

                        男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス    出場出場出場出場                    藤田藤田藤田藤田    隼輔隼輔隼輔隼輔    

    

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    青森市中学校新人バレーボール選手権大会青森市中学校新人バレーボール選手権大会青森市中学校新人バレーボール選手権大会青森市中学校新人バレーボール選手権大会    

                    男子１回戦男子１回戦男子１回戦男子１回戦            対対対対        荒川中荒川中荒川中荒川中            惜敗１－２惜敗１－２惜敗１－２惜敗１－２    （（（（２５－２０・８－２５・１７－２５）２５－２０・８－２５・１７－２５）２５－２０・８－２５・１７－２５）２５－２０・８－２５・１７－２５）    

                    女子１回戦女子１回戦女子１回戦女子１回戦            対対対対        東平内中東平内中東平内中東平内中        勝利２－１勝利２－１勝利２－１勝利２－１    （１０－２５・２５－２１・２５－２０）（１０－２５・２５－２１・２５－２０）（１０－２５・２５－２１・２５－２０）（１０－２５・２５－２１・２５－２０）    

                            ２回戦２回戦２回戦２回戦            対対対対        浦町中浦町中浦町中浦町中            惜敗１－２惜敗１－２惜敗１－２惜敗１－２    （１８－２５・１０－２５）（１８－２５・１０－２５）（１８－２５・１０－２５）（１８－２５・１０－２５）    

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    青森地区少年非行防止ポスターコンクール青森地区少年非行防止ポスターコンクール青森地区少年非行防止ポスターコンクール青森地区少年非行防止ポスターコンクール        平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    青森地区万引き防止標語コンクール青森地区万引き防止標語コンクール青森地区万引き防止標語コンクール青森地区万引き防止標語コンクール    

                        佳作佳作佳作佳作        ３年３年３年３年        小倉小倉小倉小倉    萌子萌子萌子萌子                                                優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞        １年１年１年１年        鳴海鳴海鳴海鳴海        朝朝朝朝    

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    緑と花をテーマとしたコンクール緑と花をテーマとしたコンクール緑と花をテーマとしたコンクール緑と花をテーマとしたコンクール        

    中学校（図画・ポスター）の部中学校（図画・ポスター）の部中学校（図画・ポスター）の部中学校（図画・ポスター）の部    

        特選特選特選特選        佐々木佐々木佐々木佐々木    優那（３年）優那（３年）優那（３年）優那（３年）                                                                                        準特選準特選準特選準特選    藤本藤本藤本藤本    梨愛（１年）梨愛（１年）梨愛（１年）梨愛（１年）    

                    

 

         

 

 

     優良ＰＴＡ表彰  

１１月１１日（金） アラスカ会館にて 

平成２８年度青森県教育委員会教育長、青森県ＰＴＡ

連合会会長表彰が行われ、本校父母と教師の会が県内

２６の優良ＰＴＡの１つとして表彰されました。 

ＰＴＡ執行部、学年ＰＴＡ、そして会員皆様の地道な 

活動が認められたものと感謝しております。 

  

美術作品 続々入賞 

   音楽も 

美術も 

   演劇も 

 

 レベルは高いぞ 

 自信を持ちましょう！！ 

第１セット奪取でしたが 

大きな魚を逃がしました。 

公式戦初勝利 

   おめでとう 

    １１月１１日～１２１１月１１日～１２１１月１１日～１２１１月１１日～１２日日日日    「魅せろ！あふれる創造「魅せろ！あふれる創造「魅せろ！あふれる創造「魅せろ！あふれる創造    奏でる絆」をテーマに奏でる絆」をテーマに奏でる絆」をテーマに奏でる絆」をテーマに    

第１５回青森県中学校総合文化祭青森市・東津軽郡大会が開催されました。第１５回青森県中学校総合文化祭青森市・東津軽郡大会が開催されました。第１５回青森県中学校総合文化祭青森市・東津軽郡大会が開催されました。第１５回青森県中学校総合文化祭青森市・東津軽郡大会が開催されました。    

開催地生徒の代表として山本開催地生徒の代表として山本開催地生徒の代表として山本開催地生徒の代表として山本    倫君が「舞台発表や郷土芸能、展示品を倫君が「舞台発表や郷土芸能、展示品を倫君が「舞台発表や郷土芸能、展示品を倫君が「舞台発表や郷土芸能、展示品を    

通じて必ず心跳ねる２日間となるはず。多くの仲間と絆を確かめ合う場と通じて必ず心跳ねる２日間となるはず。多くの仲間と絆を確かめ合う場と通じて必ず心跳ねる２日間となるはず。多くの仲間と絆を確かめ合う場と通じて必ず心跳ねる２日間となるはず。多くの仲間と絆を確かめ合う場と    

なることを願っているなることを願っているなることを願っているなることを願っている。。。。」と歓迎の言葉を述べた他、安田汐里」と歓迎の言葉を述べた他、安田汐里」と歓迎の言葉を述べた他、安田汐里」と歓迎の言葉を述べた他、安田汐里、田中友梨さ、田中友梨さ、田中友梨さ、田中友梨さ

んが２日間の司会を歯切れの良い声で行い、非常に好評でした。んが２日間の司会を歯切れの良い声で行い、非常に好評でした。んが２日間の司会を歯切れの良い声で行い、非常に好評でした。んが２日間の司会を歯切れの良い声で行い、非常に好評でした。    

            



 

        町会町会町会町会    ２年生が２年生が２年生が２年生が    新係です。新係です。新係です。新係です。    町会長町会長町会長町会長（敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）    

1111    平和平和平和平和    

西田 颯二朗（３年） 

工藤工藤工藤工藤    新汰新汰新汰新汰    （２年）（２年）（２年）（２年） 

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    親一親一親一親一    

2222    下町下町下町下町    

下山 晴人（３年） 

江良江良江良江良        翼翼翼翼    （２年）（２年）（２年）（２年） 

舘田舘田舘田舘田    紀代文紀代文紀代文紀代文    

3333    寺町寺町寺町寺町    

神  麗愛（３年） 

岩坂岩坂岩坂岩坂    悠雅（２年）悠雅（２年）悠雅（２年）悠雅（２年）    

舘田舘田舘田舘田    直吉直吉直吉直吉    

4444    横町横町横町横町    

飯田 真衣（３年） 

茂木茂木茂木茂木    悠真（２年）悠真（２年）悠真（２年）悠真（２年） 

藤林藤林藤林藤林        博博博博    

5555    伝馬伝馬伝馬伝馬    

大久保翔真（３年） 

金澤金澤金澤金澤        凜凜凜凜    （２年）（２年）（２年）（２年） 

嶋田嶋田嶋田嶋田        肇肇肇肇    

6666    日の出日の出日の出日の出    

工藤 裕大（３年） 

伊藤伊藤伊藤伊藤    光輝（２年）光輝（２年）光輝（２年）光輝（２年） 

藤田藤田藤田藤田    昭信昭信昭信昭信    

7777    羽白羽白羽白羽白    

成田 りん（３年） 

山宮山宮山宮山宮    愛梨（２年）愛梨（２年）愛梨（２年）愛梨（２年）   

工藤工藤工藤工藤    公一公一公一公一    

8888    野木和野木和野木和野木和    

川崎  響 (３年） 

坂本坂本坂本坂本    光陽（２年）光陽（２年）光陽（２年）光陽（２年） 

舩木舩木舩木舩木    貴志貴志貴志貴志    

9999    新生町新生町新生町新生町    

山本  倫 （３年） 

堀谷堀谷堀谷堀谷    陸斗（２年）陸斗（２年）陸斗（２年）陸斗（２年） 

佐々木佐々木佐々木佐々木    敦子敦子敦子敦子    

10101010    ひばりのひばりのひばりのひばりの    

鶴谷 卓海（３年） 

伊藤伊藤伊藤伊藤    準人（２年）準人（２年）準人（２年）準人（２年） 

江利山江利山江利山江利山    正勝正勝正勝正勝    

11111111    のぎわ団地のぎわ団地のぎわ団地のぎわ団地    

成田 紗愛（３年） 

菊池菊池菊池菊池    里桜（２年）里桜（２年）里桜（２年）里桜（２年） 

葛西葛西葛西葛西        守守守守    

12121212    新油町新油町新油町新油町    

川村 翔大（３年） 

小林小林小林小林    さくら（２年）さくら（２年）さくら（２年）さくら（２年） 

伊丸岡伊丸岡伊丸岡伊丸岡    英幸英幸英幸英幸    

13131313    新井田新井田新井田新井田    

泉谷 龍輝（３年） 

中村中村中村中村        凜凜凜凜    （２年）（２年）（２年）（２年） 

西塚西塚西塚西塚        芳秀芳秀芳秀芳秀    

14141414    十三森十三森十三森十三森    

鶴谷 妃彩（３年） 

堀川堀川堀川堀川    亜依（２年）亜依（２年）亜依（２年）亜依（２年） 

鶴谷鶴谷鶴谷鶴谷    久勝久勝久勝久勝    

15151515    舘町舘町舘町舘町    

岩谷 妃依（３年） 

永井永井永井永井    桃香（２年）桃香（２年）桃香（２年）桃香（２年） 

森内森内森内森内    詔一詔一詔一詔一    

16161616    あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの    

柿崎 勇祐（３年） 

柿崎柿崎柿崎柿崎    直人（１年）直人（１年）直人（１年）直人（１年） 

柿﨑柿﨑柿﨑柿﨑    健健健健    

17171717    仲町仲町仲町仲町    

田中 優菜（３年） 

舘田斗輝也（２年）舘田斗輝也（２年）舘田斗輝也（２年）舘田斗輝也（２年） 

中川中川中川中川    光平光平光平光平    

18181818    茶屋町茶屋町茶屋町茶屋町    

澤 静菜 （３年） 

外崎外崎外崎外崎    孝介（２年）孝介（２年）孝介（２年）孝介（２年）    

窪田窪田窪田窪田    栄一栄一栄一栄一    

19191919    岡町岡町岡町岡町    

蝦名  賛（３年）    

蝦名蝦名蝦名蝦名    りん（２年）りん（２年）りん（２年）りん（２年）    

蝦名蝦名蝦名蝦名    敏信敏信敏信敏信    

20202020    西田沢西田沢西田沢西田沢    

葛西  海（３年）    

山口山口山口山口    太洋（２年）太洋（２年）太洋（２年）太洋（２年）    

市川市川市川市川    和行和行和行和行    

 

 

  町会長連絡係の交代町会長連絡係の交代町会長連絡係の交代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３年生の受検体制への切り替えを受け３年生の受検体制への切り替えを受け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年生へと交代しまて、町会長連絡係が２年生へと交代しまて、町会長連絡係が２年生へと交代しまて、町会長連絡係が２年生へと交代しま

した。した。した。した。    

    

    ２年生はまだまだ不慣れでご不便をお２年生はまだまだ不慣れでご不便をお２年生はまだまだ不慣れでご不便をお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年掛けする可能性もありますが、今後１年掛けする可能性もありますが、今後１年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。間お世話になります。間お世話になります。間お世話になります。    

    

    また、また、また、また、行事の都合で発行日が遅れたり、行事の都合で発行日が遅れたり、行事の都合で発行日が遅れたり、行事の都合で発行日が遅れたり、

掲載内容の都合で枚数が多くなり、町会掲載内容の都合で枚数が多くなり、町会掲載内容の都合で枚数が多くなり、町会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、ご長さんのお手を煩わせることもあり、ご長さんのお手を煩わせることもあり、ご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。迷惑をお掛けしております。迷惑をお掛けしております。迷惑をお掛けしております。    

 

    

    

水神（左）の衣装はすべて 

美術部が作成しました。 

河童のパック（右）の甲羅 

頭の皿なども美術部の生徒

考案・作成です。非常に凝

ったもので最終リハーサル

前日まで作成していまし

た。 



 

 

 

 

１１１１１１１１月月月月    

        ２３日（水）２３日（水）２３日（水）２３日（水）    勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日            

３世代交流もちつき大会（油川市民センター）３世代交流もちつき大会（油川市民センター）３世代交流もちつき大会（油川市民センター）３世代交流もちつき大会（油川市民センター）    

        ２５日（金）２５日（金）２５日（金）２５日（金）    １・２年期末テスト１・２年期末テスト１・２年期末テスト１・２年期末テスト    

        ２７日（日）２７日（日）２７日（日）２７日（日）    青森市長選挙（本校体育館）青森市長選挙（本校体育館）青森市長選挙（本校体育館）青森市長選挙（本校体育館）    

        ２９日（火２９日（火２９日（火２９日（火））））    諸費納入日諸費納入日諸費納入日諸費納入日    ①①①①    

        ３０日（水３０日（水３０日（水３０日（水））））    諸費納入日諸費納入日諸費納入日諸費納入日    ②②②②        

    

１２１２１２１２月月月月    

            ２日（金）２日（金）２日（金）２日（金）    専門特別委員会専門特別委員会専門特別委員会専門特別委員会        

            ５日（月）５日（月）５日（月）５日（月）    全校三者面談全校三者面談全校三者面談全校三者面談    ～８日～８日～８日～８日    

            ９日（金）９日（金）９日（金）９日（金）    ３年模擬テスト⑥３年模擬テスト⑥３年模擬テスト⑥３年模擬テスト⑥    

        １４日（水）１４日（水）１４日（水）１４日（水）    諸費納入日①諸費納入日①諸費納入日①諸費納入日①            

                                    命の授業（６校時）命の授業（６校時）命の授業（６校時）命の授業（６校時）    

                                    生徒会集会リハーサル生徒会集会リハーサル生徒会集会リハーサル生徒会集会リハーサル    

        １５日（木）１５日（木）１５日（木）１５日（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    

                                    生徒会集会（６校時）生徒会集会（６校時）生徒会集会（６校時）生徒会集会（６校時）    

        ２１日（水）２１日（水）２１日（水）２１日（水）    木曜日の授業木曜日の授業木曜日の授業木曜日の授業    

        ２２日（木）２２日（木）２２日（木）２２日（木）    月曜日の授業月曜日の授業月曜日の授業月曜日の授業    ２学期終業式２学期終業式２学期終業式２学期終業式        

（１月１６日（１月１６日（１月１６日（１月１６日    ３学期始業式３学期始業式３学期始業式３学期始業式        １７日整理テスト１７日整理テスト１７日整理テスト１７日整理テスト    ））））    

        ２６日（月）２６日（月）２６日（月）２６日（月）    ３学年授業日３学年授業日３学年授業日３学年授業日    

        ２７日（火）２７日（火）２７日（火）２７日（火）    ３学年授業日３学年授業日３学年授業日３学年授業日    

    

 

他校の生徒との

共演、プロの演出

家や演奏家との共

演は一生に一度の

こと思います。 

何かを感じたり 

勉強することがあ

ればと思い参加さ

せましたが、苦労

をかけました。 

 

 (腰塚 勇人さん ついに来校) 

 魂を揺さぶるお話はめったに聞けません。

全国を飛び回りお話をされている方だから

こそ伝える言葉があるはずです。 

（お会いした次の日にハガキをいただきま

した。生徒の皆様、先生方にお会いできます

ことを楽しみにしています。と結んでいま

す） 

 油川小、西田沢小６年生にも声をかける予

定です。保護者の皆様も時間にご都合のつく

方はどうぞ！！ 

 


