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 ２月９日（火）私立高校入試を前に１，２年生企画の３年生激励会が「結晶～輝け 努力の証～」のテーマのも

と開催されました。これまでの３年生の活躍に感謝するとともに３年生の受検突破を祈ってのものです。 

準備期間はあまりありませんでしたが、１年生は学級ごとに演出を企画し、２年生は体育祭のパフォーマンスを 

中心に演じてくれました。１・２年生の時にお世話になった先生方のメッセージにも大きな歓声が沸き、そして何

といっても３年生の先生方の踊る授業シリーズ「ペリー来航！！」には驚きました。 

  
                                 千羽鶴もいただきました 

 
在校生の合唱            本校の伝統をつなぐ２年生     あふれる決意 

 

 
「齋藤さんだぞ！！」    「声が小さい！！」   リトルマーメイドを彷彿させるような演技でした！！ 

 
 私立、支援学校は推薦・受検とも全員合格です。（多少転科の生徒もありましたが）次は、公立だ！！ ２／１９ 
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                       努 力  

 

『人間は何事にも、出番を待つ間の修行が   『何も咲かない寒い日は、    努力した者が全て報われる 

大切である。そして、あせらず、怠らず、   下へ下へと根をのばせ。    とは限らん。       

いつ出番が来てもいいように用意万端     やがて大きな花が咲く』    しかし、成功した者は皆すべ 

ととのえておかねばならぬ』                           らく 努力しておる！！ 

                          

トヨタ自動車の大番頭といわれた    シドニーオリンピック      漫画 「はじめの一歩」から 

石田 退三さんの言葉         女子マラソン金メダル 

  「修行が今の時期だぞ！！」   高橋尚子さんの座右
ざ ゆ う

の銘
めい

    努力をしないと何も生まれない    

                  「土台を固めろ！！」    出番や栄光を目指し努力せよ！！    

                                     
２月８日全校朝会から 

   

 
 

 

今時の中学生と保護者の責務 

今年度 本校の生徒による喫煙や万引きで補導された事案は１件もなく、生徒指導面では非常に良好だったと思います。

ただ、市教委のサイバーパトロールに摘発された不適切なケータイ・スマホにかかわる事例は数件ありました。これは全市

的な傾向であり、今後はこの傾向が強まるものと見ています。  

ケータイ・スマホを中学生に持たせることについては、当然利点もありますが、親と会話をしなくなる、読書や勉強時間

を奪うことになる、犯罪やトラブルに巻き込まれる機会を与える、睡眠時間を削られる、人間生活に必要なコミュニケーシ

ョン能力育成の機会を奪うことになる等、将来に向けたリスク（危険）を子どもに与えることになります。特に倫理性や規

範意識の低い子どもの場合、使い方を誤れば犯罪や周囲を巻き込むトラブルを引き起こしかねません。今年度、発生した中

学生にかかわる事件のほとんどにケータイ・スマホのLINE や SNS が絡んでいます。子どもの要求に負け、持たせても、取

り上げたり、解約できない場合は持たせないでください。それが、保護者の責務だと思います。他校でも特に中１・中２で

不適切な動画や画像などを扱うケースが多く、名誉棄損やいじめなどを引き起こしているというのが現状です。 

また、今年度は大型商業施設（ガーラタウン、イトーヨーカドー）で複数の中学生が集まり、迷惑行為をするという事例

が報告されています。迷惑行為には店内を走りまわる（本校でもありました）、椅子などに立ち上がりフードコート内で騒

ぐ、店員の注意に応じない等、自分たちが楽しければ良いという行為があり、周囲が眉をひそめていても意に介しないなど

の現状が報告されています。 

 卒業期や春休みを控え、青森市PTA連合会でも、ケータイ・スマホの使用の仕方や家庭での約束事についてリーフレット

の発行をする予定であり、もう一度子どもの様子に目を向けていただければ幸いです。 

 

 ２月１２日（金） 

本校生徒会長 山本 倫君が市内の

中学校を代表して鹿内青森市長、月永

教育長を訪問して防犯笛「たすけっこ」

の贈呈を行いました。報道各社のイン

タビューに「僕たちも小学生の時にも

らった笛を、中学生になって作るとい

うバトンが大切だとわかった」と立派

に答えていました。 



  

       栄光の記録 

 平成２７年度 第２９回 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（２年） 

   工芸の部   特選    青森テレビ社長賞        福井 智春（３年） 

   

入選  

 彫刻の部    成田 紗愛（２年）  飯田 真衣（２年）    

工芸の部    成田 喜之（３年）  工藤 千夏（３年）  鍵谷  桜（１年）  坂本 光陽（１年） 

デザインの部   小倉 萌子（２年）  小野 陽菜（２年）  田中 友梨（２年）  赤坂 実祐（２年） 

  

  平成２７年度 青森市中学校美術展 

  ＜デザインの部＞ 

  特選    佐藤 萌香（２年）    

準特選    小田桐 大輔（２年）  仙庭 那奈加（２年）  大科 悠生（２年） 

  入選    小山内 怜央（２年）   櫻田 未羽（２年）  越後谷 規人（２年）   

 

  ＜彫刻の部＞ 

  特選    赤坂 実祐（２年） 

  入選    蝦名 賛  （２年） 工藤 楓生（２年）  佐藤 麻衣（２年）  川崎 彗奈（２年） 竹内 香苗（２年） 

  

  ＜工芸の部＞ 

  特選    舘田 怜花（３年）   蝦名 りん（１年） 

  準特選     佐藤 朝香（１年）  白戸 翔悟（３年）  前田 菜摘（３年）  福井 愛奈（３年） 

  入選     赤坂 春佳（３年）  葛西 美幸（３年）  嶋田 愛弓（３年） 山口 唯人（３年） 蝦名 颯太（３年） 

         林田  愛華（１年）  一戸 楓花（１年）  石鉢 武蔵（１年）  上 敬太（１年） 小林 茉央（１年） 

 

 

               断腸の思いで 部員 募集停止 
 

 本校は以前から何度か集会等でお話ししてきているように、生徒数３４７名で、運動部活数が男女別にして１９

部活あります。先生方も校長、教頭以外が２１名で現状でも、総括事務主幹の西舘さんに主顧問を引き受けてもら

ったり、教頭先生に見てもらったり、大友先生には美術部と水泳部を掛け持ちしてもらっています。 

これに対して、本校の約２倍の７０８名の生徒数の南中学校は運動部活動が本校と同じ数の１９で、顧問のでき

る先生方は３７名です。そのため本校では先生方に全く余裕のない状況であり、いくつか弊害が生じています。 

男女の試合が重なった場合、どちらかの試合を監督できなかったり、審判をしてれば、生徒につくことができな

かったり、会議や出張のため部活動ができなくなったり、全く経験したことのない部活動を持たざるを得なくなり、

外部コーチをお願いせざる得なくなっています。さらに、平成２９年度には新入生が更に減り、教員数の減少が見

込まれます。 

そこで優勝経験もあり、実績もある部活動ですが、平成２８年度に入学する新１年生に対して、男子テニス部と

男子バレーボール、音楽部に関して、新入生の募集を停止します。幸い、男子テニス部と男子バレーボール部は現

１年生の部員数が十分であり、１年生が３年生になったときの中体連まで活動は保証できます。合唱部については

現在部員が１名でありますが、今年の様な選抜合唱団を結成し、今後も継続します。小学校には無い新たな部活動

をやりたいと考えている方もあるでしょうが、生徒数の減少に伴う、教員数の減少があり、本校に限らず時代の流

れということをご理解いただきたいと思います。 

また、全員部活動制は継続しますが、校外のスポーツクラブに所属している人は、本校の部活動へ所属しなくて

もいいことにします。その場合は、所属するクラブの活動を優先してください。ただ、中体連は一般応援になりま

す。両立が可能で中体連に出たいという場合には、本校の部活動に加入してください。 

 バドミントンに関しては、部としての活動はしておりませんので、将来的には先生の確保ができない場合、地方

の大会には出場できても、中体連には出場できないこともあります。 

 
 

 

 

 

 



  ３月  

   ２日（水） SC来校日 

  ３日（木） ３年卒業式練習（５校時） 全校卒業式練習（６校時） 

  ４日（金） ３年卒業式練習（３・４校時） 全校卒業式練習（５・６校時） 

  ７日（月） ３年県立高校受検前指導（４校時）１、２年卒業式練習（５・６校時） 

  ８日（火） 県立高校入学者選抜実施日  １・２年 実力テスト 卒業式準備（放課後） 

  ９日（水） 月曜日の授業（月の５・６）３年卒業式練習（２校時） 全校卒業式練習（３～６校時）準備（放課後） 

         SC来校日 

 １０日（木） 同窓会入会式（１校時） 卒業式予行（２・３校時） 卒業記念品贈呈式（４校時） 準備（放課後） 

        係生徒弁当持参 

  １１日（金） 第６９回 卒業証書授与式 （９：４５ 保護者入場  ９：５２ 来賓入場  式開始 １０：００） 

 １４日（月） 県立高校合格発表 （９：００  各高校ＨＰ ９：１５発表） 

 １・２年後片付け（トレパン登校） 

 １５日（火） 県立高校再募集受付 

 １６日（水） １・２年 ＰＴＡ 例会   SC来校日 

 １７日（木） 県立高校再募集検査実施日 

 １８日（金） 西田沢小学校卒業式 

青森明の星高校２次試験 

   １９日（土） 油川小学校卒業式 

   ２１日（月） 振替休日 

   ２２日（火） 月曜日の時間割 部長会  

 ２３日（水） 金曜日の時間割 職員会議 

        東奥学園 青森山田高校 ２次試験 

 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（１０：００～１１：００） 

 

  ４月  

   ５日（火）２・３年出校日 

   ６日（水）１年 １日入学 

   ７日（木）新任式・始業式・入学式 

 

                21 世紀型能力（今後必要とされる能力）と読書のすすめ 

 

  今後「知識基盤社会」「多文化共生社会」「情報化社会」の本格化・高度化が進み、これまで誰も経験 

したことのない、複雑で激しく変化する社会を生きるために、教育も常に改革が求められています。 

国立教育政策研究所は、今後必要とされる資質や能力を２１世紀型能力とし、知識・技能の習得を学びの

ゴールとするのではなく、状況や課題に応じてそれらを活用し、また、他者とコミュニケーションをとりな

がら協働的に問題解決にあたる資質や能力が、社会を構成する私たち一人一人に必要とされる時代になると

しています。簡単にいえば、知識だけではなく、それを基盤とし、他人と手をとりあった行動力が必要にな

るということだと思います。 

今の子どもは兄弟も少なく、叱られる経験も乏しく、友人関係でもケンカをしても修復の仕方が下手打と

いう傾向が見受けられます。学校は知識はもちろんですが、人間関係を学ぶ場でもあると思います。 

  本校の道徳教育、キャリア教育、トラスト活動、部活動。ボランティアは本校の生徒の実態を考えた大切

な人間関係を学ぶ教育活動と考えています。ただ、本校で気になることは読書量が少なく、図書の貸し出し

冊数が市内中学校では最下位ということでした。 

  ２月４日（木）に行われた新入生入学説明会では中学校入学までにしっかりした本を最低２冊は読んで欲

しいということを話しています。朝読書を行っておりますが、まだまだ足りない感があります。 

  本校の学習成績向上の鍵は本を読むことで培われる、速読力と読解力にあるかもしれません 

 

 


