
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２日５月２日５月２日５月２日    平成平成平成平成28282828年度年度年度年度    生徒総会が開催され、生徒会年間スローガンが決定しました。生徒総会が開催され、生徒会年間スローガンが決定しました。生徒総会が開催され、生徒会年間スローガンが決定しました。生徒総会が開催され、生徒会年間スローガンが決定しました。伝統を刻め、歴史を刻め。伝統を刻め、歴史を刻め。伝統を刻め、歴史を刻め。伝統を刻め、歴史を刻め。    

 

    全校生徒会役員            各委員会委員長               代表質問 

 

生徒会長 山本 倫 君と全校生徒による生徒会年間テーマの唱和 

 

１９６１年 アメリカ合衆国の歴史上、選挙で選ばれた大統領としては最も若い４３歳で第３５代アメリカ合衆国大統領に就任し

たジョン Ｆ ケネディ大統領はその就任演説で「「「「国が何をしてくれるかではなく、自分が国に何ができるかを考えなさい国が何をしてくれるかではなく、自分が国に何ができるかを考えなさい国が何をしてくれるかではなく、自分が国に何ができるかを考えなさい国が何をしてくれるかではなく、自分が国に何ができるかを考えなさい」と言っ

たといわれています。学校に当てはめれば、油川中学校や先生方があなた方に何をしてくれるかではなく、あなた方生徒自身が、７学校に当てはめれば、油川中学校や先生方があなた方に何をしてくれるかではなく、あなた方生徒自身が、７学校に当てはめれば、油川中学校や先生方があなた方に何をしてくれるかではなく、あなた方生徒自身が、７学校に当てはめれば、油川中学校や先生方があなた方に何をしてくれるかではなく、あなた方生徒自身が、７

０年という伝統ある油川中学校の一員としてできる事を考えよう０年という伝統ある油川中学校の一員としてできる事を考えよう０年という伝統ある油川中学校の一員としてできる事を考えよう０年という伝統ある油川中学校の一員としてできる事を考えようと意味だと思います。それはスポーツや文化面で活躍をすることスポーツや文化面で活躍をすることスポーツや文化面で活躍をすることスポーツや文化面で活躍をすることで

もありましょうし、授業をしっかりうけること、授業をしっかりうけること、授業をしっかりうけること、授業をしっかりうけることでも生活面でも悪いことをしない生活面でも悪いことをしない生活面でも悪いことをしない生活面でも悪いことをしないとか、試合で応援すること試合で応援すること試合で応援すること試合で応援することとか掃除を一生懸命やる掃除を一生懸命やる掃除を一生懸命やる掃除を一生懸命やる

ことことことこととか、ボランティアとして頑張ること、ボランティアとして頑張ること、ボランティアとして頑張ること、ボランティアとして頑張ることなどもあてはまると思います。   （生徒総会、校長挨拶の一部から） 

  

     ＜全校生徒会＞＜全校生徒会＞＜全校生徒会＞＜全校生徒会＞                                                                                            ＜専門委員長＞＜専門委員長＞＜専門委員長＞＜専門委員長＞    

会会会会        長長長長    山本山本山本山本        倫倫倫倫    

副会長副会長副会長副会長    木浪木浪木浪木浪    悠太悠太悠太悠太    赤坂赤坂赤坂赤坂    実祐実祐実祐実祐    工藤工藤工藤工藤    新汰新汰新汰新汰    小林小林小林小林    さくらさくらさくらさくら                規律規律規律規律            舘田舘田舘田舘田    駿斗駿斗駿斗駿斗            

事務局事務局事務局事務局    蝦名蝦名蝦名蝦名        賛賛賛賛            田中田中田中田中    友梨友梨友梨友梨    櫻田櫻田櫻田櫻田    未羽未羽未羽未羽        安田安田安田安田    汐里汐里汐里汐里                    学習学習学習学習            工藤工藤工藤工藤    楓生楓生楓生楓生    

小林小林小林小林    茉央茉央茉央茉央            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                                                    集会集会集会集会            鶴谷鶴谷鶴谷鶴谷    卓海卓海卓海卓海    

保健保健保健保健            工藤工藤工藤工藤    裕大裕大裕大裕大（保健）（保健）（保健）（保健）        田村田村田村田村    みなみみなみみなみみなみ（（（（ボラボラボラボラ    ））））    

広報図書広報図書広報図書広報図書    佐々木佐々木佐々木佐々木    優那優那優那優那（広報）（広報）（広報）（広報）    越田越田越田越田    舞舞舞舞音（図書）音（図書）音（図書）音（図書） 

        ＜学年生徒会＞＜学年生徒会＞＜学年生徒会＞＜学年生徒会＞    

１学年１学年１学年１学年    会長会長会長会長            田中田中田中田中    悠真悠真悠真悠真            ２学年２学年２学年２学年    会長会長会長会長        大科大科大科大科    陽彩陽彩陽彩陽彩            ３学年会長３学年会長３学年会長３学年会長    西田颯二朗西田颯二朗西田颯二朗西田颯二朗    

 

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２号 

平成２８年  ５月 １７日 

男子１８４名 女子１６２名 

計３４６名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当：校長 岩田 靖 



＜野球＞＜野球＞＜野球＞＜野球＞    

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

        ２回戦２回戦２回戦２回戦        

    準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝    

    準決勝準決勝準決勝準決勝        

    決決決決    勝勝勝勝        

    

 投手投手投手投手    一塁手一塁手一塁手一塁手

    捕手捕手捕手捕手    西田颯二朗西田颯二朗西田颯二朗西田颯二朗

中堅手中堅手中堅手中堅手    三上三上三上三上

外野手外野手外野手外野手    細川細川細川細川

    

＜サッカー＞＜サッカー＞＜サッカー＞＜サッカー＞

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

    ２回戦２回戦２回戦２回戦        

準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝        

    準決勝準決勝準決勝準決勝        

                        

 ＧＫＧＫＧＫＧＫ    竹内渚生竹内渚生竹内渚生竹内渚生

ＭＦＭＦＭＦＭＦ    木村友幸木村友幸木村友幸木村友幸

ＦＷＦＷＦＷＦＷ    山本山本山本山本    

ＭＦＭＦＭＦＭＦ    福士洋貴福士洋貴福士洋貴福士洋貴

        

＜卓球＞＜卓球＞＜卓球＞＜卓球＞        

第第第第２４２４２４２４回回回回    青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会

    鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也

 成田りん成田りん成田りん成田りん

第２２回第２２回第２２回第２２回    青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会

1111年男子年男子年男子年男子        第第第第

２年男子２年男子２年男子２年男子        第第第第

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

    

＜陸上＞＜陸上＞＜陸上＞＜陸上＞    

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度

 中学男子

    中学男子

＜＜＜＜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

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度

    男子男子男子男子    １回戦１回戦１回戦１回戦

                ２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）

    女子女子女子女子    １回戦１回戦１回戦１回戦

                ２回戦２回戦２回戦２回戦

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会

        対対対対        荒川中荒川中荒川中荒川中

        対対対対        西中西中西中西中

            対対対対        甲田中甲田中甲田中甲田中

            対対対対    新城中新城中新城中新城中

一塁手一塁手一塁手一塁手    伊藤海輝伊藤海輝伊藤海輝伊藤海輝            

西田颯二朗西田颯二朗西田颯二朗西田颯二朗                    一塁手一塁手一塁手一塁手

三上三上三上三上    冬馬冬馬冬馬冬馬                右翼手右翼手右翼手右翼手

細川細川細川細川    寿希寿希寿希寿希                外野手外野手外野手外野手

＜サッカー＞＜サッカー＞＜サッカー＞＜サッカー＞ 

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会

        対対対対    アネーロアネーロアネーロアネーロ

        対対対対    沖館中沖館中沖館中沖館中

        対対対対    戸山中戸山中戸山中戸山中

竹内渚生竹内渚生竹内渚生竹内渚生        ＤＦＤＦＤＦＤＦ    

木村友幸木村友幸木村友幸木村友幸        葛西葛西葛西葛西    

    倫倫倫倫        ＧＫＧＫＧＫＧＫ    

福士洋貴福士洋貴福士洋貴福士洋貴        長内叶夢長内叶夢長内叶夢長内叶夢

    

青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会

鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也        小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔

成田りん成田りん成田りん成田りん        田村みなみ田村みなみ田村みなみ田村みなみ

青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会

第第第第１１１１位位位位        鈴木鈴木鈴木鈴木生吹喜生吹喜生吹喜生吹喜

第第第第1111位位位位        藤田藤田藤田藤田    

第５位第５位第５位第５位        小澤小澤小澤小澤    

年度年度年度年度    北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会

中学男子 走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳            

中学男子    ４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ        

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＞＞＞＞    

年度年度年度年度    青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会

１回戦１回戦１回戦１回戦                            

２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）

１回戦１回戦１回戦１回戦                            

２回戦２回戦２回戦２回戦                            

 

青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会

荒川中荒川中荒川中荒川中        ８－０８－０８－０８－０

西中西中西中西中            ３－０３－０３－０３－０

甲田中甲田中甲田中甲田中                ３－１３－１３－１３－１

新城中新城中新城中新城中        １－２１－２１－２１－２

            投手、一塁手投手、一塁手投手、一塁手投手、一塁手

一塁手一塁手一塁手一塁手    對島對島對島對島    

右翼手右翼手右翼手右翼手    山崎山崎山崎山崎    

外野手外野手外野手外野手    大科大科大科大科    

第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会

アネーロアネーロアネーロアネーロ    ３－０３－０３－０３－０        

沖館中沖館中沖館中沖館中        １－０１－０１－０１－０        

戸山中戸山中戸山中戸山中        ０－３０－３０－３０－３        

    大久保大久保大久保大久保    翔真翔真翔真翔真    

    大大大大        津川空雅津川空雅津川空雅津川空雅

    伊藤隼人伊藤隼人伊藤隼人伊藤隼人        ＤＦＤＦＤＦＤＦ

長内叶夢長内叶夢長内叶夢長内叶夢        鷲尾優月鷲尾優月鷲尾優月鷲尾優月

青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会

小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔        三浦史寛三浦史寛三浦史寛三浦史寛

田村みなみ田村みなみ田村みなみ田村みなみ        鈴木美亜鈴木美亜鈴木美亜鈴木美亜

青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会

鈴木鈴木鈴木鈴木生吹喜生吹喜生吹喜生吹喜            第３位第３位第３位第３位

    隼輔隼輔隼輔隼輔                                                    

    一樹一樹一樹一樹                                                    

北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会

            第２位第２位第２位第２位  

        第３位第３位第３位第３位        

    

青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会

                            対対対対    浦町中浦町中浦町中浦町中

２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）２回戦（準々決勝）    対対対対    筒井中筒井中筒井中筒井中

                            対対対対    浪打中浪打中浪打中浪打中

                            対対対対    造道中造道中造道中造道中

青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会青森市中学校春季軟式野球大会    

８－０８－０８－０８－０        勝利勝利勝利勝利        

３－０３－０３－０３－０                勝利勝利勝利勝利    

３－１３－１３－１３－１        勝利勝利勝利勝利                

１－２１－２１－２１－２        惜敗惜敗惜敗惜敗                

投手、一塁手投手、一塁手投手、一塁手投手、一塁手    山田山田山田山田    葵葵葵葵

    廉廉廉廉            二塁手二塁手二塁手二塁手

    康生康生康生康生        捕手捕手捕手捕手    

    陽彩陽彩陽彩陽彩        投手投手投手投手    

第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会

        勝利勝利勝利勝利    

        勝利勝利勝利勝利                

        惜敗惜敗惜敗惜敗        

        室屋室屋室屋室屋建太建太建太建太        

津川空雅津川空雅津川空雅津川空雅        大西達也大西達也大西達也大西達也

ＤＦＤＦＤＦＤＦ    鎌田鎌田鎌田鎌田    康生康生康生康生

鷲尾優月鷲尾優月鷲尾優月鷲尾優月        横内横内横内横内    立立立立

青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会青森県中学校卓球選手権大会            

男子団体第男子団体第男子団体第男子団体第

三浦史寛三浦史寛三浦史寛三浦史寛        大科悠生大科悠生大科悠生大科悠生

女子団体第女子団体第女子団体第女子団体第

鈴木美亜鈴木美亜鈴木美亜鈴木美亜        舘田和華舘田和華舘田和華舘田和華

青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会青森市小・中学校卓球大会    

第３位第３位第３位第３位    鈴木鈴木鈴木鈴木    晃晃晃晃

                                                    

                                                    

北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会北日本陸上競技選手権大会    

  ５ｍ７８５ｍ７８５ｍ７８５ｍ７８   

        ５５秒８９５５秒８９５５秒８９５５秒８９        

青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会

浦町中浦町中浦町中浦町中    ７５－５２７５－５２７５－５２７５－５２

筒井中筒井中筒井中筒井中    ４１－６９４１－６９４１－６９４１－６９

浪打中浪打中浪打中浪打中    ７２－３６７２－３６７２－３６７２－３６

造道中造道中造道中造道中    ４６－８６４６－８６４６－８６４６－８６

    

        ５回コールド５回コールド５回コールド５回コールド

                    

                準優勝準優勝準優勝準優勝

葵葵葵葵        遊撃手遊撃手遊撃手遊撃手    投手投手投手投手

二塁手二塁手二塁手二塁手    工藤工藤工藤工藤    楓生楓生楓生楓生    

    奥崎奥崎奥崎奥崎    璃空璃空璃空璃空        

    三上三上三上三上    裕輝裕輝裕輝裕輝    

第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会

                    第３位第３位第３位第３位

    

        秋元晃太朗秋元晃太朗秋元晃太朗秋元晃太朗        

大西達也大西達也大西達也大西達也        三浦瑠雅三浦瑠雅三浦瑠雅三浦瑠雅        

康生康生康生康生        川村翔大川村翔大川村翔大川村翔大

立立立立    ＤＦＤＦＤＦＤＦ    千葉響樹千葉響樹千葉響樹千葉響樹

男子団体第男子団体第男子団体第男子団体第5555位位位位        

大科悠生大科悠生大科悠生大科悠生        小澤一樹小澤一樹小澤一樹小澤一樹

女子団体第女子団体第女子団体第女子団体第5555位位位位        

舘田和華舘田和華舘田和華舘田和華        金澤金澤金澤金澤    凜凜凜凜    

晃晃晃晃        1111年女子年女子年女子年女子        

                                                    ２年女子２年女子２年女子２年女子        

                                                    ３年女子３年女子３年女子３年女子        

  浅野友喜浅野友喜浅野友喜浅野友喜    

        金澤海斗金澤海斗金澤海斗金澤海斗    

青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会青森市春季バスケットボール大会    

７５－５２７５－５２７５－５２７５－５２    勝利勝利勝利勝利

４１－６９４１－６９４１－６９４１－６９    惜敗惜敗惜敗惜敗

７２－３６７２－３６７２－３６７２－３６    勝利勝利勝利勝利

４６－８６４６－８６４６－８６４６－８６        惜敗惜敗惜敗惜敗

５回コールド５回コールド５回コールド５回コールド        

準優勝準優勝準優勝準優勝    

投手投手投手投手    葛西祐之介葛西祐之介葛西祐之介葛西祐之介

        三塁手三塁手三塁手三塁手    葛西葛西葛西葛西

            外野手外野手外野手外野手    佐藤佐藤佐藤佐藤

    

第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会第２６回青森市春季中学生サッカー選手権大会    

第３位第３位第３位第３位    

            

        ＤＦＤＦＤＦＤＦ    嶋田幸駿嶋田幸駿嶋田幸駿嶋田幸駿

川村翔大川村翔大川村翔大川村翔大        ＭＦＭＦＭＦＭＦ    蛯名蛯名蛯名蛯名

千葉響樹千葉響樹千葉響樹千葉響樹        小鹿陽向小鹿陽向小鹿陽向小鹿陽向

    

小澤一樹小澤一樹小澤一樹小澤一樹        藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔        

    

凜凜凜凜        佐々木雛穂佐々木雛穂佐々木雛穂佐々木雛穂

年女子年女子年女子年女子        第３位第３位第３位第３位        

２年女子２年女子２年女子２年女子        第５位第５位第５位第５位        

３年女子３年女子３年女子３年女子        第５位第５位第５位第５位        

勝利勝利勝利勝利    

惜敗惜敗惜敗惜敗    

勝利勝利勝利勝利                            

惜敗惜敗惜敗惜敗    

葛西祐之介葛西祐之介葛西祐之介葛西祐之介    

葛西葛西葛西葛西    海海海海            左翼手左翼手左翼手左翼手

佐藤佐藤佐藤佐藤    駿介駿介駿介駿介    二塁手二塁手二塁手二塁手

嶋田幸駿嶋田幸駿嶋田幸駿嶋田幸駿    

蛯名蛯名蛯名蛯名    征也征也征也征也    

小鹿陽向小鹿陽向小鹿陽向小鹿陽向        福澤福澤福澤福澤    飛翔飛翔飛翔飛翔

        鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜

佐々木雛穂佐々木雛穂佐々木雛穂佐々木雛穂        溝江菜々溝江菜々溝江菜々溝江菜々    

        佐々木佐々木佐々木佐々木    雛穂雛穂雛穂雛穂        

        金澤金澤金澤金澤        凜凜凜凜    

        成田成田成田成田    りんりんりんりん        

                            のののの    

軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投

手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出

を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。

田田田田    葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも

つれる展開で、山田つれる展開で、山田つれる展開で、山田つれる展開で、山田

的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ

ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。

    次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い

ぶりでした。ぶりでした。ぶりでした。ぶりでした。

 野木和公園

 技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ

ていればとていればとていればとていればと

    走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや

ポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそう

です。です。です。です。    

左翼手左翼手左翼手左翼手    山口創平山口創平山口創平山口創平

二塁手二塁手二塁手二塁手    工藤新太工藤新太工藤新太工藤新太

飛翔飛翔飛翔飛翔    

鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜        鈴木晃鈴木晃鈴木晃鈴木晃    

    

        第５位第５位第５位第５位    溝江菜々溝江菜々溝江菜々溝江菜々

        田村みなみ田村みなみ田村みなみ田村みなみ    

軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投

手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出

を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。

葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも

つれる展開で、山田つれる展開で、山田つれる展開で、山田つれる展開で、山田    葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇

的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ

ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。

次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い

ぶりでした。ぶりでした。ぶりでした。ぶりでした。    

野木和公園 満開の桜

技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ

ていればとていればとていればとていればと思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。

走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや

ポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそう

山口創平山口創平山口創平山口創平                

工藤新太工藤新太工藤新太工藤新太        

溝江菜々溝江菜々溝江菜々溝江菜々    

    

軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投

手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出

を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。

葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも

葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇

的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ

ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。ンが出て、惜敗しました。    

次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い

 

満開の桜 

技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ

思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。

走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや

ポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそう

軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投軟式野球連盟のルール上、準決勝、決勝と同じ投

手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出手が投げられない中、伊藤海輝君の完投で決勝進出

を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。を決めた後、宿敵新城中の決勝が行われました。山山山山

葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも葵、葛西祐之介君の好投や好守備で終盤までも

葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇葵君の同点ホームランなど劇

的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ的な場面もありましたが、最後は相手にもホームラ

次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い次の大会に向け、反省点も見え、非常にいい戦い

技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ技術的には差がなく、あのシュートが決まっ

思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。思わせる場面が何度もありました。    

走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや走力や声をかけ合ってボールをもらうことや    

ポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそうポジショニングなど勉強すべきことがありそう



＜バレーボール＞＜バレーボール＞＜バレーボール＞＜バレーボール＞    

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度    第第第第26262626回回回回    青森市中学校春季バレーボール選手権大会青森市中学校春季バレーボール選手権大会青森市中学校春季バレーボール選手権大会青森市中学校春季バレーボール選手権大会    

男子男子男子男子        １回戦１回戦１回戦１回戦                            対対対対    浦町中浦町中浦町中浦町中        ０－２０－２０－２０－２        惜敗惜敗惜敗惜敗    

女子女子女子女子        １回戦１回戦１回戦１回戦                            対対対対    沖館中沖館中沖館中沖館中        ０－２０－２０－２０－２        惜敗惜敗惜敗惜敗    

＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞    

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度    東青中学校ソフトテニス春季大会東青中学校ソフトテニス春季大会東青中学校ソフトテニス春季大会東青中学校ソフトテニス春季大会    

男子団体男子団体男子団体男子団体    1111回戦回戦回戦回戦            対対対対    浪打中浪打中浪打中浪打中        ３－０３－０３－０３－０        勝利勝利勝利勝利            ２回戦２回戦２回戦２回戦        対対対対    浪岡中浪岡中浪岡中浪岡中        ０－３０－３０－３０－３    惜敗惜敗惜敗惜敗    

女子団体女子団体女子団体女子団体        1111回戦回戦回戦回戦                    対対対対    古川中古川中古川中古川中                １－２１－２１－２１－２        惜敗惜敗惜敗惜敗    

男子個人男子個人男子個人男子個人        ７４ペア７４ペア７４ペア７４ペア    出場中出場中出場中出場中        第５位第５位第５位第５位        古川聖夜・佐々木楓古川聖夜・佐々木楓古川聖夜・佐々木楓古川聖夜・佐々木楓    組組組組        準々決勝敗退準々決勝敗退準々決勝敗退準々決勝敗退    

＜バドミントン＞＜バドミントン＞＜バドミントン＞＜バドミントン＞    

青森市中学校春季バドミントン選手権大会青森市中学校春季バドミントン選手権大会青森市中学校春季バドミントン選手権大会青森市中学校春季バドミントン選手権大会        女子団体女子団体女子団体女子団体            第３位第３位第３位第３位    

    

                リーグＢリーグＢリーグＢリーグＢ    ３勝２敗３勝２敗３勝２敗３勝２敗        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    １回戦１回戦１回戦１回戦    対浪岡中対浪岡中対浪岡中対浪岡中    ２－１２－１２－１２－１    勝利勝利勝利勝利    

                                                                                                準決勝準決勝準決勝準決勝    対対対対    佃中佃中佃中佃中    １－２１－２１－２１－２    惜敗惜敗惜敗惜敗    

                阿部愛璃  小山内怜央  堀川亜衣  山口心愛  宮本莉里花 梅田結楽良  

青森県中学校青森県中学校青森県中学校青森県中学校春季バドミントン選手権春季バドミントン選手権春季バドミントン選手権春季バドミントン選手権    

女子団体女子団体女子団体女子団体    １回戦１回戦１回戦１回戦        対対対対    八戸一中八戸一中八戸一中八戸一中    ２－１２－１２－１２－１    勝利勝利勝利勝利    

                    ２回戦２回戦２回戦２回戦        対対対対    七戸中七戸中七戸中七戸中        １－２１－２１－２１－２        惜敗惜敗惜敗惜敗    

 

＜空手＞＜空手＞＜空手＞＜空手＞        

    青森県青森県青森県青森県    少年空手道大会少年空手道大会少年空手道大会少年空手道大会            個人組手個人組手個人組手個人組手    中学２部中学２部中学２部中学２部        坂本尚都坂本尚都坂本尚都坂本尚都    

    全国中学生空手道選手権県予選全国中学生空手道選手権県予選全国中学生空手道選手権県予選全国中学生空手道選手権県予選    男子男子男子男子    団体団体団体団体    形形形形            優優優優    勝勝勝勝    

                                                                            団体団体団体団体    組手組手組手組手        優優優優    勝勝勝勝        工藤工藤工藤工藤    潤哉潤哉潤哉潤哉        茂木悠真茂木悠真茂木悠真茂木悠真        坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁    

    第１８回第１８回第１８回第１８回    東北中学生空手道選手権大会東北中学生空手道選手権大会東北中学生空手道選手権大会東北中学生空手道選手権大会    

                                                                男子男子男子男子    団体団体団体団体    形形形形            優優優優    勝勝勝勝        工藤工藤工藤工藤    潤哉潤哉潤哉潤哉        茂木悠真茂木悠真茂木悠真茂木悠真        坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁    

                                                                            団体団体団体団体    組手組手組手組手        準優勝準優勝準優勝準優勝                                                            

    男子個人組手３年男子個人組手３年男子個人組手３年男子個人組手３年    準優勝準優勝準優勝準優勝    工藤潤哉工藤潤哉工藤潤哉工藤潤哉                男子個人形男子個人形男子個人形男子個人形    ２年２年２年２年    第５位第５位第５位第５位        茂木悠真茂木悠真茂木悠真茂木悠真        坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁    

    

 

   

    佐々木佐々木佐々木佐々木    歩美さん歩美さん歩美さん歩美さん                                鶴谷鶴谷鶴谷鶴谷    信孝さん（油小、油中）信孝さん（油小、油中）信孝さん（油小、油中）信孝さん（油小、油中）    溝江溝江溝江溝江    隆仁さん（西田沢小、油中隆仁さん（西田沢小、油中隆仁さん（西田沢小、油中隆仁さん（西田沢小、油中））））    

    

   

学校評議員学校評議員学校評議員学校評議員    

木村愼一木村愼一木村愼一木村愼一    （元気町あぶらかわ街づくり委員会前委員長 

      元本校教諭） 

榊榊榊榊    一江一江一江一江 （NPO法人「おいでよ油川会」理事長） 

工藤好晴工藤好晴工藤好晴工藤好晴 （元本校同窓会会長 元本校PTA会長） 

肴倉邦樹肴倉邦樹肴倉邦樹肴倉邦樹 （警察官、油川駐在所所長） 

溝江溝江溝江溝江        勇勇勇勇     （前教育振興会会長 元本校PTA会長） 

渡部伸広渡部伸広渡部伸広渡部伸広    （教育振興会会長  前本校PTA会長） 

 

                同窓会・振興会同窓会・振興会同窓会・振興会同窓会・振興会    

葛西清光葛西清光葛西清光葛西清光 （油川中学校同窓会会長） 

渡部渡部渡部渡部    伸広伸広伸広伸広 （油川中学校教育振興会会長） 

           

     父母と教師の会父母と教師の会父母と教師の会父母と教師の会    執行部執行部執行部執行部    

 会長    工藤  信孝  （２年） 

副会長     工藤  礼子  （３年） 

       石鉢  康範  （２年） 

       藤本  徹   （１年） 

書記    梅田 久美子 （２年） 

  〃     佐藤  好子  （１年） 

会計    工藤  礼子  （３年） 

  〃     秋元 真紀子 （３年） 

監事    秋元 真紀子 （３年） 

  〃     林田  直哉  （２年） 

事務局    佐藤  明彦  （教頭） 

 

全国大会へ全国大会へ全国大会へ全国大会へ    

校外のクラブチームでの 

活躍なども学校にお知ら

せください。 



    

    ４月２２日（金）自動車事故防止出前教室が開催され、傘差し運転や携帯電話を使用しての運転など４月２２日（金）自動車事故防止出前教室が開催され、傘差し運転や携帯電話を使用しての運転など４月２２日（金）自動車事故防止出前教室が開催され、傘差し運転や携帯電話を使用しての運転など４月２２日（金）自動車事故防止出前教室が開催され、傘差し運転や携帯電話を使用しての運転などの危険性やの危険性やの危険性やの危険性や安全な自転車の乗安全な自転車の乗安全な自転車の乗安全な自転車の乗

り方などり方などり方などり方などについて説明していただきましたについて説明していただきましたについて説明していただきましたについて説明していただきました    

    

    

    

    

    

 

 

（左から對馬君、津川君、嶋田君） 

本校に赴任し、地域を知るうえでも以前から読みたいな本校に赴任し、地域を知るうえでも以前から読みたいな本校に赴任し、地域を知るうえでも以前から読みたいな本校に赴任し、地域を知るうえでも以前から読みたいなと思っと思っと思っと思っ

ていた二冊の本について、学校評議員の榊ていた二冊の本について、学校評議員の榊ていた二冊の本について、学校評議員の榊ていた二冊の本について、学校評議員の榊    一江一江一江一江    様より様より様より様より寄贈を寄贈を寄贈を寄贈を

受けました。受けました。受けました。受けました。    

左は現学校評議員の木村慎一さんによる「油川の歴史」左は現学校評議員の木村慎一さんによる「油川の歴史」左は現学校評議員の木村慎一さんによる「油川の歴史」左は現学校評議員の木村慎一さんによる「油川の歴史」、、、、右は油右は油右は油右は油

川町・青森市合併５０周年として復刻された、元油川町長の川町・青森市合併５０周年として復刻された、元油川町長の川町・青森市合併５０周年として復刻された、元油川町長の川町・青森市合併５０周年として復刻された、元油川町長の西田西田西田西田

源藏さん著の「油川町誌」です。「油川の歴史」は以前寄贈されて源藏さん著の「油川町誌」です。「油川の歴史」は以前寄贈されて源藏さん著の「油川町誌」です。「油川の歴史」は以前寄贈されて源藏さん著の「油川町誌」です。「油川の歴史」は以前寄贈されて

いたということでしたが、図書室等には見当たらず何とか手に入いたということでしたが、図書室等には見当たらず何とか手に入いたということでしたが、図書室等には見当たらず何とか手に入いたということでしたが、図書室等には見当たらず何とか手に入

らないかと思っていたので、ありがたいお話でした。校長室にらないかと思っていたので、ありがたいお話でした。校長室にらないかと思っていたので、ありがたいお話でした。校長室にらないかと思っていたので、ありがたいお話でした。校長室に    

保管させていただきます。興味のある方は校長室までどうぞ。保管させていただきます。興味のある方は校長室までどうぞ。保管させていただきます。興味のある方は校長室までどうぞ。保管させていただきます。興味のある方は校長室までどうぞ。    

 ４月３０日（土）４月３０日（土）４月３０日（土）４月３０日（土）    蟹田中学校体育館で開催された蟹田中学校体育館で開催された蟹田中学校体育館で開催された蟹田中学校体育館で開催された    

世界卓球選手権優勝の経験をお持ちの小野誠治さんを世界卓球選手権優勝の経験をお持ちの小野誠治さんを世界卓球選手権優勝の経験をお持ちの小野誠治さんを世界卓球選手権優勝の経験をお持ちの小野誠治さんを    

講師にした卓球講習会に男女卓球部員が参加しました。講師にした卓球講習会に男女卓球部員が参加しました。講師にした卓球講習会に男女卓球部員が参加しました。講師にした卓球講習会に男女卓球部員が参加しました。    

東奥日報にも大きく取り扱われ、小澤一樹君へのインタ東奥日報にも大きく取り扱われ、小澤一樹君へのインタ東奥日報にも大きく取り扱われ、小澤一樹君へのインタ東奥日報にも大きく取り扱われ、小澤一樹君へのインタ

ビュー記事が掲載されていました。ビュー記事が掲載されていました。ビュー記事が掲載されていました。ビュー記事が掲載されていました。    

    「フォアの振り方を教えてもらった。今までは途中で「フォアの振り方を教えてもらった。今までは途中で「フォアの振り方を教えてもらった。今までは途中で「フォアの振り方を教えてもらった。今までは途中で

ラケットを止めていたけど、振り切ればちゃんとラケットを止めていたけど、振り切ればちゃんとラケットを止めていたけど、振り切ればちゃんとラケットを止めていたけど、振り切ればちゃんとコートコートコートコート

に入ることが分かった。」に入ることが分かった。」に入ることが分かった。」に入ることが分かった。」    

本校の伝統をつなぐ、今年度のトラストリーダーは本校の伝統をつなぐ、今年度のトラストリーダーは本校の伝統をつなぐ、今年度のトラストリーダーは本校の伝統をつなぐ、今年度のトラストリーダーは    

３年１組（赤３年１組（赤３年１組（赤３年１組（赤組）組）組）組）    對馬對馬對馬對馬        廉廉廉廉    

３年２組（緑３年２組（緑３年２組（緑３年２組（緑組）組）組）組）    嶋田嶋田嶋田嶋田    幸駿幸駿幸駿幸駿    

３年３組（白３年３組（白３年３組（白３年３組（白組組組組        津川津川津川津川    空雅空雅空雅空雅                    

 

良い学校には良い３年生がいる。それは個人、そして集団良い学校には良い３年生がいる。それは個人、そして集団良い学校には良い３年生がいる。それは個人、そして集団良い学校には良い３年生がいる。それは個人、そして集団    

    最初のトラスト活動発表の場 

          体育祭は５月２８日（土）です。 

 



緑戦奮闘（緑組）  白龍昇天（白組）   桜花爛漫（赤組） 

    

３－２・２－３・１－４３－２・２－３・１－４３－２・２－３・１－４３－２・２－３・１－４                        ３－３・２－１・１－１・１－３３－３・２－１・１－１・１－３３－３・２－１・１－１・１－３３－３・２－１・１－１・１－３            ３－１・２－２・１－２３－１・２－２・１－２３－１・２－２・１－２３－１・２－２・１－２    

齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷先生先生先生先生            齊藤嘉・赤平・檜川・山中・大室・西岡齊藤嘉・赤平・檜川・山中・大室・西岡齊藤嘉・赤平・檜川・山中・大室・西岡齊藤嘉・赤平・檜川・山中・大室・西岡先生先生先生先生            羽村・兜森・中野・大友（細谷）羽村・兜森・中野・大友（細谷）羽村・兜森・中野・大友（細谷）羽村・兜森・中野・大友（細谷）先生先生先生先生    

 

５月１０日（火）～１３日（金）にかけて、修学旅行に行ってきました。旅行中、降水確率８０％や変電所の事故などありま

したが、一切影響を受けることなく日程を消化しました。電車料金を間違ったり、目的と違う電車に乗ったり、カメラや時計

を置き忘れたり、集合時間に間に合わなかったり、指示を聞けなかったりと先生方から指導を受ける時もありましたが、大き

く体調を崩す生徒もおらず、昨年同様ホテルの方からは素晴らしい生徒ばかりだとお褒めの言葉もいただきました。 

  

 

 ３日目のディズニーランドは快晴の空のもと、十分堪能したようです。先生方は２万歩以上歩いていました。 

   

      キッザニアはラッキーなことに 訪問学校数が４校（翌日は１７校）で体験し放題でした。 

 



 

５・６月の行事予定等   

 

５月 

 

    １６日（月） トラスト練習スタート(～２６日まで) 

 １７日（火） トラスト練習 専門特別委員会 

 １８日（水）    全校朝会    体育祭朝練習開始体育祭朝練習開始体育祭朝練習開始体育祭朝練習開始    （７：２０～７：５０）（７：２０～７：５０）（７：２０～７：５０）（７：２０～７：５０）                    

  １９日（木） １学年 体育祭練習        歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診        ＰＴＡ組織会ＰＴＡ組織会ＰＴＡ組織会ＰＴＡ組織会    

  ２０日（金）  ２学年 体育祭練習  評議員会  ＳＣ来校日    

  ２３日（月）  ３学年 体育祭練習 

  ２４日（火） 全校練習（３・４校時）    １年耳鼻科検診１年耳鼻科検診１年耳鼻科検診１年耳鼻科検診    

        ２５日（水） 諸費納入日  開閉祭式練習     眼科検診眼科検診眼科検診眼科検診        

  ２６日（木） 諸費納入日  全校 体育祭練習    

  ２７日（金） 体育祭予行体育祭予行体育祭予行体育祭予行 

     ２８２８２８２８日（土）日（土）日（土）日（土）    体育祭体育祭体育祭体育祭                                                                                                                                                浅草寺境内にて 

   （多くの方々（多くの方々（多くの方々（多くの方々の御来校をお待ちします。の御来校をお待ちします。の御来校をお待ちします。の御来校をお待ちします。学校近隣の方々には騒音等で学校近隣の方々には騒音等で学校近隣の方々には騒音等で学校近隣の方々には騒音等で    

ご迷惑をおかけしますが１０日ほどですので、ご容赦いただきたいと思います。）ご迷惑をおかけしますが１０日ほどですので、ご容赦いただきたいと思います。）ご迷惑をおかけしますが１０日ほどですので、ご容赦いただきたいと思います。）ご迷惑をおかけしますが１０日ほどですので、ご容赦いただきたいと思います。）    

        ３０日（月） 振替休業 

  ３１日（火） 後片付け トレパン登校     弁当持参弁当持参弁当持参弁当持参    （体育祭予備日のため、給食がありません）（体育祭予備日のため、給食がありません）（体育祭予備日のため、給食がありません）（体育祭予備日のため、給食がありません） 

                                                                                                                                    

６月 

      １日（水） 専門特別委員会 応援行進練習  スタート（～１０日）  ＳＣ来校日    

   ６日（月） 評議員会 

   ７日（火） 全校朝会    

         ８日（水） 壮行式リハーサル ＳＣ来校日 

   ９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     中体連壮行式中体連壮行式中体連壮行式中体連壮行式（５校時）（５校時）（５校時）（５校時） 

        １０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    

     １１日（土）１１日（土）１１日（土）１１日（土）    

        １２日（日）１２日（日）１２日（日）１２日（日）            市中体連夏季大会市中体連夏季大会市中体連夏季大会市中体連夏季大会    （場所、対戦相手に関しては後日配付）（場所、対戦相手に関しては後日配付）（場所、対戦相手に関しては後日配付）（場所、対戦相手に関しては後日配付）                                            

        １３日（月）１３日（月）１３日（月）１３日（月）                                                                                                                                                                         

  １４日（火）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        弁当持参弁当持参弁当持参弁当持参        中体連予備日中体連予備日中体連予備日中体連予備日        報告会リハーサル 

  １５日（水）振替休日振替休日振替休日振替休日 

  １６日（木）振替休日振替休日振替休日振替休日 

  １７日（金）中体連報告会中体連報告会中体連報告会中体連報告会    

        ２２日（水）ＳＣ来校日    

  ２３日（木）合唱コンクール選曲集会合唱コンクール選曲集会合唱コンクール選曲集会合唱コンクール選曲集会    

  ２４日（金）１・２年薬物乱用防止集会１・２年薬物乱用防止集会１・２年薬物乱用防止集会１・２年薬物乱用防止集会 

  ２７日（月）テスト前部活動中止（～２９）テスト前部活動中止（～２９）テスト前部活動中止（～２９）テスト前部活動中止（～２９） 

  ２９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     職員会議    

  ３０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 期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト    

    

                                                                                                                                                                                                    三社祭の様子です 

これじ

これぞ東京！！「雷 門」多くの観光客がいました。     スカイツリー と アサヒビール本社ビル 

体育祭に向けた朝練習が始まります。体育祭に向けた朝練習が始まります。体育祭に向けた朝練習が始まります。体育祭に向けた朝練習が始まります。    

いつもより少し早めに登校の準備をしないつもより少し早めに登校の準備をしないつもより少し早めに登校の準備をしないつもより少し早めに登校の準備をしな

ければなりません。ければなりません。ければなりません。ければなりません。    

早寝、早起き、朝ごはん早寝、早起き、朝ごはん早寝、早起き、朝ごはん早寝、早起き、朝ごはん    

今年の入場行進今年の入場行進今年の入場行進今年の入場行進順順順順ははははなんと１番です。なんと１番です。なんと１番です。なんと１番です。    

圧倒する声、圧倒する声、圧倒する声、圧倒する声、態度、気合い態度、気合い態度、気合い態度、気合い    

        注目される本校にふさわしい注目される本校にふさわしい注目される本校にふさわしい注目される本校にふさわしい    

応援・行進を期待！！応援・行進を期待！！応援・行進を期待！！応援・行進を期待！！    


