
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成した美術部の面々「つなぎ」が絵の具だらけです。 

 

   

 

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９号   

平成２８年  １１月 ７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 

 

 １０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日・日・日・日・１６１６１６１６日の両日日の両日日の両日日の両日、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度    油中祭が油中祭が油中祭が油中祭が開催開催開催開催され、され、され、され、

今年度も美術部の精鋭による渾身のステージ画が披露されました。今年度も美術部の精鋭による渾身のステージ画が披露されました。今年度も美術部の精鋭による渾身のステージ画が披露されました。今年度も美術部の精鋭による渾身のステージ画が披露されました。

油中祭テーマの「油中祭テーマの「油中祭テーマの「油中祭テーマの「LINKLINKLINKLINK」」」」とは結び付けるもの、絆を意味するものととは結び付けるもの、絆を意味するものととは結び付けるもの、絆を意味するものととは結び付けるもの、絆を意味するものと

辞書には出ています。鎖を構成する輪と輪が結び付くことで鎖がで辞書には出ています。鎖を構成する輪と輪が結び付くことで鎖がで辞書には出ています。鎖を構成する輪と輪が結び付くことで鎖がで辞書には出ています。鎖を構成する輪と輪が結び付くことで鎖がで

きあがります。同様に人間も一人で生きてはいけず、家族とリンクきあがります。同様に人間も一人で生きてはいけず、家族とリンクきあがります。同様に人間も一人で生きてはいけず、家族とリンクきあがります。同様に人間も一人で生きてはいけず、家族とリンク

すること、地すること、地すること、地すること、地域とリンクすること、先生と、友達とリンクし、響き域とリンクすること、先生と、友達とリンクし、響き域とリンクすること、先生と、友達とリンクし、響き域とリンクすること、先生と、友達とリンクし、響き

合うことで成長すると考えています。合うことで成長すると考えています。合うことで成長すると考えています。合うことで成長すると考えています。    

     創立７０周年を迎える油中生の未来は明るい！！ 

        トラスト合唱コンクール 

金賞  赤組（３－１，２－２，１－２） 

銀賞  緑組（３－２，２－３，１－４） 

銀賞  白組（３－３，２－１，１－１，１－３） 

 

油中祭１日目のトラスト合唱コンクールではどの組も素晴らしく、 

金賞は赤組の「３６５日の紙飛行機」になりましたが、緑組の「ＰｒｏｇＰｒｏｇＰｒｏｇＰｒｏｇ

ｒｅｓｓ」白組の「ｒｅｓｓ」白組の「ｒｅｓｓ」白組の「ｒｅｓｓ」白組の「終わらない歌」が全く同点となり、銀賞が２つと

いう結果に終わりました。 トラストの組長さん、ご苦労様でした。 
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２日間に渡った食堂の開設

に関し、保護者の皆さんのお力

添え、大変ありがとうございま

した。焼き鳥は冷凍から湯せん 

をして、焼くという手間をかけ

ており、軟らかくおいしいと評

判でした。 

今年度は 壁新聞をやめて違った展示に時間をかけること

としました。写真は２年生の展示で乳幼児の時の写真と生徒

に対する保護者のコメントがあり、子どもに対する親の気持

ちが素直に記されており、感動ものでした。学年展示や美術

作品も手の込んだ作品で見応えがありました。また、今年は

小学生の作品のレベルも高い物が多かったです。 

 ２日目は学級合唱コンクールが 

あり、早朝から複数のクラスの歌声

が校庭に響きました。 

 学年の成長が分かる歌声があり、 

おもわず涙があふれるような場面

もありました。それにしても選抜合

唱団を含め、２０曲近い合唱曲をお

一人で仕込んでくれた音楽の木野

先生には正直いって頭が下がりま

す。 

                学級合唱コンクール 

 １年生  金賞  ３組      ２年生  金賞 ３組    ３年生  金賞  ２組 

      銀賞  １組           銀賞 １組         銀賞  ３組 

      銅賞  ２組、４組        銅賞 ２組         銅賞  １組 

  

 指揮者賞  松村 日向（３組）    黒滝 悠斗（３組）      山崎 康生（２組） 

 伴奏者賞  蝦名 実久（３組）    菊池 里桜（３組）      中村 南美（３組） 

 

授業や学級練習の真剣な取り組みがレベルを確実にあげています。男女でもめたり、不必要な発

言で総スカンをくったり、朝練習に遅れたりと色々もめて、各学級の合唱ができあがりました、  

順位はつきましたが、保護者席に立ち見がでるほど盛況でした。感動、涙の最終日でした。 

 



   

 

 

 

 

 

 

  

 赤い羽根共同募金  １０月２０日（木） 青森県民生協 「はまなす館前」女子ソフトテニス部 

１年１年１年１年        阿部阿部阿部阿部    晴衣晴衣晴衣晴衣        佐々木夢羽佐々木夢羽佐々木夢羽佐々木夢羽        今今今今    麻菜香麻菜香麻菜香麻菜香        蝦名蝦名蝦名蝦名    実久実久実久実久        中嶋中嶋中嶋中嶋    愛深愛深愛深愛深        長谷川長谷川長谷川長谷川    未羽未羽未羽未羽        倉内倉内倉内倉内    杏実杏実杏実杏実    

        ２年２年２年２年        厚海厚海厚海厚海    れんれんれんれん        蝦名蝦名蝦名蝦名    優吏優吏優吏優吏        小林さくら小林さくら小林さくら小林さくら        山内山内山内山内    李遊李遊李遊李遊        大川菜々子大川菜々子大川菜々子大川菜々子        藤林藤林藤林藤林    姫歌姫歌姫歌姫歌            溝江溝江溝江溝江    亜衣亜衣亜衣亜衣    

 

   

  油川幼稚園油川幼稚園油川幼稚園油川幼稚園        稚園祭稚園祭稚園祭稚園祭        １０月２３日（日）１０月２３日（日）１０月２３日（日）１０月２３日（日）    ３年有志３年有志３年有志３年有志    

中村美月、船水美亜、赤坂実祐 、蝦名征也、大科悠生、佐藤麻衣、鶴谷卓海、工藤柊斗、仙庭那奈加 

   中村南美、成田紗愛  計１１名 

 

 

   平和大使 からメッセージ 

  

平和は「願う」だけではなく「自分たちが行動

してつくりあげていくもの」です。 

 互いの違いを認め合い、互いを大切にする輪を

広げていくことにより、心の平和へとつながって 

いくと思います。 

 まずは、私たち一人一人が、その心を大切にす

るとともに、戦争の恐ろしさや平和の尊さを仲間

に伝え、語り合い、誰もが心穏やかに学校生活を

送れるよう、足元から平和を築いて行きましょう。 

やがてそれが、世界の平和につながっていくこと

を信じて。 

 平成２８年１０月５日 

    平成２８年度青森市 平和大使 

       油川中学校 木浪 悠太 

      （他校の３名の名も記載されて 

              います。） 

   

長崎訪問の報告も 

  ありました。 



 

    

        

    

    

    

    

    

    

    

市中学校文化連盟市中学校文化連盟市中学校文化連盟市中学校文化連盟    演劇発表会演劇発表会演劇発表会演劇発表会        １０月３０日１０月３０日１０月３０日１０月３０日    リンクステーション青森リンクステーション青森リンクステーション青森リンクステーション青森                        

奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞        「噂」「噂」「噂」「噂」            

    

３年３年３年３年    蝦名蝦名蝦名蝦名    栞莉栞莉栞莉栞莉        山田山田山田山田    祥馬祥馬祥馬祥馬        小枝里利花小枝里利花小枝里利花小枝里利花        小林小林小林小林    瑞季瑞季瑞季瑞季    

２年２年２年２年    船橋船橋船橋船橋    美唯美唯美唯美唯        小川小川小川小川    華凜華凜華凜華凜        赤坂赤坂赤坂赤坂    偲音偲音偲音偲音        長内長内長内長内    昭翔昭翔昭翔昭翔        伊藤伊藤伊藤伊藤    光輝光輝光輝光輝        小川小川小川小川    瑛紀瑛紀瑛紀瑛紀    

            高田高田高田高田    子琴子琴子琴子琴        松本松本松本松本    太郞太郞太郞太郞        宮本宮本宮本宮本    雄大雄大雄大雄大    

１年１年１年１年    大友大友大友大友    美優美優美優美優        織笠織笠織笠織笠    愛菜愛菜愛菜愛菜        澤田澤田澤田澤田    紅璃紅璃紅璃紅璃        蝦名蝦名蝦名蝦名        慧慧慧慧        赤坂赤坂赤坂赤坂    陽和陽和陽和陽和        原原原原        慶名慶名慶名慶名    

                                

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    ＪＡ共済ＪＡ共済ＪＡ共済ＪＡ共済        

青森県小中学校青森県小中学校青森県小中学校青森県小中学校    

書道・交通安全ポスター書道・交通安全ポスター書道・交通安全ポスター書道・交通安全ポスター        コンクールコンクールコンクールコンクール    

    

交通安全ポスターの部交通安全ポスターの部交通安全ポスターの部交通安全ポスターの部        

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞        ３年３年３年３年        山本山本山本山本    優奈優奈優奈優奈        

準特選準特選準特選準特選            ３年３年３年３年        成田成田成田成田    泉美泉美泉美泉美    

 

今年度 東北電力スクールコンサートに応募していたところ、１１月１日（火）本校で宮城県を 

本拠とする仙台フィルハーモニー管弦楽団の弦楽器四重奏が実現しました。せっかくの機会ですので 

油川小学校と西田沢小学校の６年生にも声をかけ、アンサンブルコンサートが開催されました。 

 仙台フィルの首席奏者を務めている方々が演奏するだけあって音色は素晴らしく、弦楽器を生で初

めて聞いたという先生・生徒も多数おりました。最後にはアンコールとして校歌を弾いていただき、

それに合わせて全校が合唱するという素晴らしい体験もできました。 やはり本物は感動できる！！ 

第１ヴァイオリン 宮崎  博 

第２ヴァイオリン 山本 高史 

ヴィオラ  長谷川  基 

チェロ   吉岡  知広 



    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作品コンクール（図画・ポスター・標語の部）緑と花をテーマとした作品コンクール（図画・ポスター・標語の部）緑と花をテーマとした作品コンクール（図画・ポスター・標語の部）緑と花をテーマとした作品コンクール（図画・ポスター・標語の部）    

特選特選特選特選                    佐々木佐々木佐々木佐々木    優那優那優那優那((((３年３年３年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）    

                                                                                                                            佳作佳作佳作佳作                    吉田吉田吉田吉田        歩未（１年）歩未（１年）歩未（１年）歩未（１年）    

第１５回青森明の星高等学校英語スピーチコンテスト第１５回青森明の星高等学校英語スピーチコンテスト第１５回青森明の星高等学校英語スピーチコンテスト第１５回青森明の星高等学校英語スピーチコンテスト    出場出場出場出場    

暗唱の部暗唱の部暗唱の部暗唱の部    

青森市立油川中学校青森市立油川中学校青森市立油川中学校青森市立油川中学校                                    川崎川崎川崎川崎    彗彗彗彗奈奈奈奈                        学年学年学年学年    3 3 3 3                 英文表題英文表題英文表題英文表題        Chocolate, "Food of the Gods"Chocolate, "Food of the Gods"Chocolate, "Food of the Gods"Chocolate, "Food of the Gods"    

青森市立油川中学校青森市立油川中学校青森市立油川中学校青森市立油川中学校                                    佐藤佐藤佐藤佐藤    麻衣麻衣麻衣麻衣                        学年学年学年学年    3 3 3 3                 英文表題英文表題英文表題英文表題        Rosa ParksRosa ParksRosa ParksRosa Parks    

 

第１８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）女子決勝トーナメント第１８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）女子決勝トーナメント第１８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）女子決勝トーナメント第１８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）女子決勝トーナメント    

準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝        対対対対        西中西中西中西中    ５０－３２５０－３２５０－３２５０－３２        勝利勝利勝利勝利    

準決勝準決勝準決勝準決勝            対対対対    浦町中浦町中浦町中浦町中    ４２－６５４２－６５４２－６５４２－６５        惜敗惜敗惜敗惜敗                第３位第３位第３位第３位    

    

青森市サッカーフェスティバル青森市サッカーフェスティバル青森市サッカーフェスティバル青森市サッカーフェスティバル    （６チーム出場）（６チーム出場）（６チーム出場）（６チーム出場）    中学中学中学中学1111年生大会年生大会年生大会年生大会                第３位第３位第３位第３位    

    予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ    ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック        対対対対    筒井中筒井中筒井中筒井中    ４－１４－１４－１４－１    勝利勝利勝利勝利            対対対対    青森ＦＣ青森ＦＣ青森ＦＣ青森ＦＣ    ０－８０－８０－８０－８        惜敗惜敗惜敗惜敗    ２位で２位で２位で２位で    決勝トーナメントへ決勝トーナメントへ決勝トーナメントへ決勝トーナメントへ    

    決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント決勝トーナメント    準決勝準決勝準決勝準決勝    対対対対    造道・佃中学校造道・佃中学校造道・佃中学校造道・佃中学校合同チーム合同チーム合同チーム合同チーム        ２－１２－１２－１２－１        勝利勝利勝利勝利    

    田中田中田中田中    悠真悠真悠真悠真        山口山口山口山口    蓮太蓮太蓮太蓮太            奥崎奥崎奥崎奥崎    海翔海翔海翔海翔        蝦名蝦名蝦名蝦名    真久士真久士真久士真久士        肴倉肴倉肴倉肴倉    静斗静斗静斗静斗        岡本岡本岡本岡本    航輝航輝航輝航輝        齋藤齋藤齋藤齋藤        肇肇肇肇        藤本藤本藤本藤本    響響響響    

    舘田舘田舘田舘田    佳典佳典佳典佳典        相内相内相内相内    好誠好誠好誠好誠            佐々木拓飛佐々木拓飛佐々木拓飛佐々木拓飛        杉本杉本杉本杉本    皇大皇大皇大皇大            高橋高橋高橋高橋        蓮蓮蓮蓮        舘田舘田舘田舘田        匠匠匠匠        鳴海鳴海鳴海鳴海    駿斗駿斗駿斗駿斗        林田林田林田林田    悠聖悠聖悠聖悠聖        

    

第５２回第５２回第５２回第５２回    青森市民祭青森市民祭青森市民祭青森市民祭    第４３回青森市レスリング選手権大会第４３回青森市レスリング選手権大会第４３回青森市レスリング選手権大会第４３回青森市レスリング選手権大会        中学男子の部中学男子の部中学男子の部中学男子の部    ４８㎏級４８㎏級４８㎏級４８㎏級        第２位第２位第２位第２位        小山内小山内小山内小山内        健健健健    

    

第４５回第４５回第４５回第４５回    青森県中学校秋季バドミントン大会青森県中学校秋季バドミントン大会青森県中学校秋季バドミントン大会青森県中学校秋季バドミントン大会        １年女子シングルス１年女子シングルス１年女子シングルス１年女子シングルス    

        第３位第３位第３位第３位        小山内小山内小山内小山内        寧生寧生寧生寧生                            第５位第５位第５位第５位        安藤安藤安藤安藤    心菜心菜心菜心菜    

    

    平成２８年度ルーセントカップ研修トーナメント平成２８年度ルーセントカップ研修トーナメント平成２８年度ルーセントカップ研修トーナメント平成２８年度ルーセントカップ研修トーナメント            １年女子団体１年女子団体１年女子団体１年女子団体        優勝優勝優勝優勝    

    蝦名蝦名蝦名蝦名    実久実久実久実久        阿部阿部阿部阿部    晴衣晴衣晴衣晴衣        今今今今    麻菜香麻菜香麻菜香麻菜香        長谷川長谷川長谷川長谷川    未羽未羽未羽未羽        中嶋中嶋中嶋中嶋    愛深愛深愛深愛深        佐々木佐々木佐々木佐々木    夢羽夢羽夢羽夢羽        倉内倉内倉内倉内    杏実杏実杏実杏実    

    

    第７回第７回第７回第７回    東北アンダージュニアボクシング大会東北アンダージュニアボクシング大会東北アンダージュニアボクシング大会東北アンダージュニアボクシング大会        中学生中学生中学生中学生    ６８㎏級６８㎏級６８㎏級６８㎏級        第１位第１位第１位第１位    青森県青森県青森県青森県        神神神神        麗愛麗愛麗愛麗愛    

                                                                                                中学生中学生中学生中学生    ５２㎏級５２㎏級５２㎏級５２㎏級        第２位第２位第２位第２位    青森県青森県青森県青森県        永倉永倉永倉永倉        諒諒諒諒    

    

    第５２回第５２回第５２回第５２回    青森市民体育祭青森市民体育祭青森市民体育祭青森市民体育祭    青森市民卓球大会青森市民卓球大会青森市民卓球大会青森市民卓球大会    

            １年男子１年男子１年男子１年男子        第１位第１位第１位第１位        鈴木鈴木鈴木鈴木    生吹喜生吹喜生吹喜生吹喜    

            １年女子１年女子１年女子１年女子        第３位第３位第３位第３位        佐々木佐々木佐々木佐々木    雛穂雛穂雛穂雛穂            第３位第３位第３位第３位        溝江溝江溝江溝江    菜々菜々菜々菜々    

            ２年男子２年男子２年男子２年男子        第１位第１位第１位第１位        藤田藤田藤田藤田    隼輔隼輔隼輔隼輔    

            ２年女子２年女子２年女子２年女子        第２位第２位第２位第２位        金澤金澤金澤金澤        凜凜凜凜    

            ３年男子３年男子３年男子３年男子        第５位第５位第５位第５位        大科大科大科大科    悠生悠生悠生悠生        第５位第５位第５位第５位    小澤小澤小澤小澤    一樹一樹一樹一樹    

    

平成平成平成平成    ２８年度２８年度２８年度２８年度    バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール        東青地区選抜メンバー東青地区選抜メンバー東青地区選抜メンバー東青地区選抜メンバー        舘田舘田舘田舘田    玲奈玲奈玲奈玲奈    （１年）（１年）（１年）（１年）    

    

    

  

２年６組の細谷先生が病気休暇中ですので 

 東平内中より宮本

みやもと

由佳

ゆ か

先生に赴任していただきました。 

免許は音楽です。部活動は演劇部をお手伝いして 

いただく予定です。早速、１１月２０日リンクステーション 

青森で行われるミュージカル転校生にもお手伝いをお願い

しました。 

   

新しい力が次々と 

   育っています！！ 



    

    

今年度はキャリア教育の１つとして、生徒から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に現在就いてい今年度はキャリア教育の１つとして、生徒から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に現在就いてい今年度はキャリア教育の１つとして、生徒から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に現在就いてい今年度はキャリア教育の１つとして、生徒から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に現在就いてい

る方々をお招きしてる方々をお招きしてる方々をお招きしてる方々をお招きして、お話、お話、お話、お話をお聞きする機会を設定しました。をお聞きする機会を設定しました。をお聞きする機会を設定しました。をお聞きする機会を設定しました。    

    

                                職職職職            業業業業    氏氏氏氏        名名名名    （敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）                                勤勤勤勤        務務務務        先先先先    

１１１１        県庁職員県庁職員県庁職員県庁職員                妻神妻神妻神妻神        義博義博義博義博        青森県総務部人事課青森県総務部人事課青森県総務部人事課青森県総務部人事課    

２２２２        獣医師獣医師獣医師獣医師                須藤須藤須藤須藤        隆史隆史隆史隆史    

            堀口堀口堀口堀口        まなほまなほまなほまなほ    

    東青地域県民局東青地域県民局東青地域県民局東青地域県民局        地域農林水産部地域農林水産部地域農林水産部地域農林水産部    

    青森家畜保健衛生所青森家畜保健衛生所青森家畜保健衛生所青森家畜保健衛生所        防疫課防疫課防疫課防疫課    

３３３３        警察官警察官警察官警察官                常田常田常田常田        希美希美希美希美        青森県警察青森県警察青森県警察青森県警察        警務部警務部警務部警務部        警務課警務課警務課警務課    

    人事・採用係人事・採用係人事・採用係人事・採用係    

４４４４        ファッション系ショップファッション系ショップファッション系ショップファッション系ショップ    

（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）    

            三上三上三上三上        貴久貴久貴久貴久        株式会社株式会社株式会社株式会社        メゾンメゾンメゾンメゾン    

５５５５        建築士建築士建築士建築士                稲見稲見稲見稲見        公介公介公介公介        稲見建築設計事務所稲見建築設計事務所稲見建築設計事務所稲見建築設計事務所    

６６６６        薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師                川村川村川村川村        幸子幸子幸子幸子        薬局薬局薬局薬局    たまーちたまーちたまーちたまーち    （五所川原市）（五所川原市）（五所川原市）（五所川原市）    

７７７７        保育士・幼稚園教諭保育士・幼稚園教諭保育士・幼稚園教諭保育士・幼稚園教諭                阿部阿部阿部阿部        真樹子真樹子真樹子真樹子        東奥保育・福祉専門学校東奥保育・福祉専門学校東奥保育・福祉専門学校東奥保育・福祉専門学校    

８８８８        美容師美容師美容師美容師                佐藤佐藤佐藤佐藤        真名美真名美真名美真名美        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    

９９９９        栄養士・管理栄養士栄養士・管理栄養士栄養士・管理栄養士栄養士・管理栄養士                辻村辻村辻村辻村        明子明子明子明子        青森中央短期大学青森中央短期大学青森中央短期大学青森中央短期大学    

１０１０１０１０        看護師看護師看護師看護師                柿崎柿崎柿崎柿崎        紀子紀子紀子紀子        青森県立中央病院青森県立中央病院青森県立中央病院青森県立中央病院    

１１１１１１１１        介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士                小野小野小野小野        みゆきみゆきみゆきみゆき    

            八戸八戸八戸八戸        由紀由紀由紀由紀    

            蜂谷蜂谷蜂谷蜂谷        春菜春菜春菜春菜    

        

    特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム    勝田三思園勝田三思園勝田三思園勝田三思園    

１２１２１２１２        ウェディングプランナーウェディングプランナーウェディングプランナーウェディングプランナー                荒谷荒谷荒谷荒谷        真弓真弓真弓真弓        フレアージュスウィートフレアージュスウィートフレアージュスウィートフレアージュスウィート    

    

    

    

１１１１１１１１月月月月    

            ７７７７日日日日（月）（月）（月）（月）    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    

            ８日（火）８日（火）８日（火）８日（火）    校時変更校時変更校時変更校時変更(123546)(123546)(123546)(123546)    ３校時３校時３校時３校時    模擬選挙模擬選挙模擬選挙模擬選挙        

３年進路説明会３年進路説明会３年進路説明会３年進路説明会    

            ９日（水）９日（水）９日（水）９日（水）    短縮３時間授業短縮３時間授業短縮３時間授業短縮３時間授業        生徒会引き継ぎ式生徒会引き継ぎ式生徒会引き継ぎ式生徒会引き継ぎ式    

        １１日（金）１１日（金）１１日（金）１１日（金）    青森工業高校説明会（５校時）青森工業高校説明会（５校時）青森工業高校説明会（５校時）青森工業高校説明会（５校時）                    

青森商業高校説明会（６校時）青森商業高校説明会（６校時）青森商業高校説明会（６校時）青森商業高校説明会（６校時）    

                                    県中学校総合文化祭１日目県中学校総合文化祭１日目県中学校総合文化祭１日目県中学校総合文化祭１日目    

                                    ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日        

        １２日（土）１２日（土）１２日（土）１２日（土）    県中学校総合文化祭２日目県中学校総合文化祭２日目県中学校総合文化祭２日目県中学校総合文化祭２日目    

        １５日（火）１５日（火）１５日（火）１５日（火）    ３年期末テスト３年期末テスト３年期末テスト３年期末テスト    

        １６日（水）１６日（水）１６日（水）１６日（水）    市中教研領域別研究集会（午前１時間授業）市中教研領域別研究集会（午前１時間授業）市中教研領域別研究集会（午前１時間授業）市中教研領域別研究集会（午前１時間授業）    

        １７日（木）１７日（木）１７日（木）１７日（木）    金曜日の時間割金曜日の時間割金曜日の時間割金曜日の時間割    職業講話（５・６校時）職業講話（５・６校時）職業講話（５・６校時）職業講話（５・６校時）        

全校二者面談（～２９日）全校二者面談（～２９日）全校二者面談（～２９日）全校二者面談（～２９日）            

                                    ＰＴＡ学年、学級委員長会議ＰＴＡ学年、学級委員長会議ＰＴＡ学年、学級委員長会議ＰＴＡ学年、学級委員長会議    （１９時～）（１９時～）（１９時～）（１９時～）    

        １８日（金）１８日（金）１８日（金）１８日（金）    木曜日の時間割木曜日の時間割木曜日の時間割木曜日の時間割    

                                    学校評価保護者アンケート配布学校評価保護者アンケート配布学校評価保護者アンケート配布学校評価保護者アンケート配布                

        ２０日（日）２０日（日）２０日（日）２０日（日）    青い森音楽祭青い森音楽祭青い森音楽祭青い森音楽祭        

                                    市新人バレーボール大会市新人バレーボール大会市新人バレーボール大会市新人バレーボール大会    

２２日（火）２２日（火）２２日（火）２２日（火）    全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会    テスト前部活動中止テスト前部活動中止テスト前部活動中止テスト前部活動中止        

                            ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日    

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

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

    

            

    

市選挙管理委員会と連携して 

油川市長選挙を行います。 

 山本 倫 君が 東青地区の中学生を代表して 

青森市への歓迎の言葉を述べる他、田中友梨、安田 

汐里さんが２日間に渡って、司会を行います。 

ミュージカル 「転校生」 

１４：００ リンクステーション青森    （入

場無料） 

美術部の 舞台背景画、衣装 

演劇部のダンス など 本校生徒も 

多数出席します。 

      

東奥日報東奥日報東奥日報東奥日報        １１月４日１１月４日１１月４日１１月４日    夕刊より夕刊より夕刊より夕刊より    

 


