
白龍昇天（白組）   緑戦奮闘（緑組）   桜花爛漫（赤組）
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      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 

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

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    齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷先生齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷先生齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷先生齊藤正・岡・坂本・相馬・細谷先生   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

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度  体育祭成績体育祭成績体育祭成績体育祭成績

 オープニング競技（行進・ラジオ体操）オープニング競技（行進・ラジオ体操）オープニング競技（行進・ラジオ体操）オープニング競技（行進・ラジオ体操）    第１位第１位第１位第１位  緑組緑組緑組緑組    第２位第２位第２位第２位  白組白組白組白組      第３位第３位第３位第３位  赤組赤組赤組赤組 

    学年別学年別学年別学年別  成績成績成績成績   

        １学年１学年１学年１学年  総合総合総合総合   第１位第１位第１位第１位  ２組２組２組２組    第２位第２位第２位第２位  ３組３組３組３組    第３位第３位第３位第３位  １組１組１組１組    第４位第４位第４位第４位  ４組４組４組４組 

        ２学年２学年２学年２学年  総合総合総合総合    第１位第１位第１位第１位  １組１組１組１組    第２位第２位第２位第２位  ２組２組２組２組    第３位第３位第３位第３位  ３組３組３組３組       

        ３学年３学年３学年３学年  総合総合総合総合   第１位第１位第１位第１位  ２組２組２組２組    第２位第２位第２位第２位  ３組３組３組３組    第３位第３位第３位第３位  １組１組１組１組      

    応援合戦応援合戦応援合戦応援合戦                第１位第１位第１位第１位  緑組緑組緑組緑組    第２位第２位第２位第２位  赤組赤組赤組赤組    第３位第３位第３位第３位  白組白組白組白組   

    色別成績色別成績色別成績色別成績                第１位第１位第１位第１位  白組白組白組白組    第２位第２位第２位第２位  緑組緑組緑組緑組    第３位第３位第３位第３位  赤組赤組赤組赤組         

 油川といえばイタリア館油川といえばイタリア館油川といえばイタリア館油川といえばイタリア館 
 今年はトラストの色を緑、白、赤に変更しました。これはイタリアの国旗と同じ配色です。油川といえばイタリア館が有名ですが今年はトラストの色を緑、白、赤に変更しました。これはイタリアの国旗と同じ配色です。油川といえばイタリア館が有名ですが今年はトラストの色を緑、白、赤に変更しました。これはイタリアの国旗と同じ配色です。油川といえばイタリア館が有名ですが今年はトラストの色を緑、白、赤に変更しました。これはイタリアの国旗と同じ配色です。油川といえばイタリア館が有名ですが

神戸で外国映画のセールスをしていた、イタリア人の神戸で外国映画のセールスをしていた、イタリア人の神戸で外国映画のセールスをしていた、イタリア人の神戸で外国映画のセールスをしていた、イタリア人のジュセップジュセップジュセップジュセップ====ファブリーファブリーファブリーファブリーが陸奥湾の鰯に着目し、鰯の缶詰工場を築こうとしまが陸奥湾の鰯に着目し、鰯の缶詰工場を築こうとしまが陸奥湾の鰯に着目し、鰯の缶詰工場を築こうとしまが陸奥湾の鰯に着目し、鰯の缶詰工場を築こうとしま

した。相談を受けた県は当時の油川町長を紹介し、町長もした。相談を受けた県は当時の油川町長を紹介し、町長もした。相談を受けた県は当時の油川町長を紹介し、町長もした。相談を受けた県は当時の油川町長を紹介し、町長も近代設備を持った缶詰工場が村に建てば、村が元気になり将来の発展につ近代設備を持った缶詰工場が村に建てば、村が元気になり将来の発展につ近代設備を持った缶詰工場が村に建てば、村が元気になり将来の発展につ近代設備を持った缶詰工場が村に建てば、村が元気になり将来の発展につ

ながるながるながるながると考え、と考え、と考え、と考え、ファブリーファブリーファブリーファブリーが油川に来ることになったそうです。が油川に来ることになったそうです。が油川に来ることになったそうです。が油川に来ることになったそうです。 

それがちょうど大正５年の１９１６年ですからまさに１００年前です。彼は工場だそれがちょうど大正５年の１９１６年ですからまさに１００年前です。彼は工場だそれがちょうど大正５年の１９１６年ですからまさに１００年前です。彼は工場だそれがちょうど大正５年の１９１６年ですからまさに１００年前です。彼は工場だけではなく、食べ物を自給するけではなく、食べ物を自給するけではなく、食べ物を自給するけではなく、食べ物を自給する農場と牧場を開農場と牧場を開農場と牧場を開農場と牧場を開

きました。牧場で牛、馬、ニワトリなどの家畜を飼い、畑にはトマト、ジャガイモ、グリンピースなどをきました。牧場で牛、馬、ニワトリなどの家畜を飼い、畑にはトマト、ジャガイモ、グリンピースなどをきました。牧場で牛、馬、ニワトリなどの家畜を飼い、畑にはトマト、ジャガイモ、グリンピースなどをきました。牧場で牛、馬、ニワトリなどの家畜を飼い、畑にはトマト、ジャガイモ、グリンピースなどを植えたそうです。本校が現植えたそうです。本校が現植えたそうです。本校が現植えたそうです。本校が現

在建っている場所は油川飛行場の跡地ということは知っていると思いますが、飛行場となる前は在建っている場所は油川飛行場の跡地ということは知っていると思いますが、飛行場となる前は在建っている場所は油川飛行場の跡地ということは知っていると思いますが、飛行場となる前は在建っている場所は油川飛行場の跡地ということは知っていると思いますが、飛行場となる前はファブリーファブリーファブリーファブリーの農場や牧場だったといの農場や牧場だったといの農場や牧場だったといの農場や牧場だったとい

うことですから不思議な縁を感じています。うことですから不思議な縁を感じています。うことですから不思議な縁を感じています。うことですから不思議な縁を感じています。   （体育祭（体育祭（体育祭（体育祭  挨拶から挨拶から挨拶から挨拶から  一部抜粋）一部抜粋）一部抜粋）一部抜粋） 

青森市立油川中学校 

学校だより    第３号 

（体育祭・中体連特集）  

平成２８年  ６月 ２０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 



            中学校の体育祭といえば「応援合戦」というほど生徒達は気合いが入っていました中学校の体育祭といえば「応援合戦」というほど生徒達は気合いが入っていました中学校の体育祭といえば「応援合戦」というほど生徒達は気合いが入っていました中学校の体育祭といえば「応援合戦」というほど生徒達は気合いが入っていました 

 校歌を歌うたくましい姿校歌を歌うたくましい姿校歌を歌うたくましい姿校歌を歌うたくましい姿 

  本校の本校の本校の本校の3333年生伝統種目「パニック」年生伝統種目「パニック」年生伝統種目「パニック」年生伝統種目「パニック」  ムカデが横に進み、最後は大きく開脚してゴールとなりますムカデが横に進み、最後は大きく開脚してゴールとなりますムカデが横に進み、最後は大きく開脚してゴールとなりますムカデが横に進み、最後は大きく開脚してゴールとなります

 昨年度昨年度昨年度昨年度（平成（平成（平成（平成27272727年度）卒業生寄贈のテントです年度）卒業生寄贈のテントです年度）卒業生寄贈のテントです年度）卒業生寄贈のテントです....ありがたく使わせていただきます。ありがたく使わせていただきます。ありがたく使わせていただきます。ありがたく使わせていただきます。 

平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度  東青地区中学校春季陸上競技選手権東青地区中学校春季陸上競技選手権東青地区中学校春季陸上競技選手権東青地区中学校春季陸上競技選手権 

男子男子男子男子  ４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ    第１位第１位第１位第１位    金澤金澤金澤金澤  海斗海斗海斗海斗    ５６秒７５５６秒７５５６秒７５５６秒７５      第２位第２位第２位第２位  舘田舘田舘田舘田  頼人頼人頼人頼人    ５８秒７６５８秒７６５８秒７６５８秒７６ 

 男子男子男子男子  走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳      第３位第３位第３位第３位    浅野浅野浅野浅野  友喜友喜友喜友喜    ５ｍ９１５ｍ９１５ｍ９１５ｍ９１ 第７位 越後谷規人   ５ｍ１５

男子砲丸投男子砲丸投男子砲丸投男子砲丸投    第３位第３位第３位第３位    山口山口山口山口  太洋太洋太洋太洋    ８ｍ００８ｍ００８ｍ００８ｍ００    第６位 工藤真也人   ７ｍ６９ 

 男子男子男子男子  １年１年１年１年  １５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ１５００ｍ      第３位第３位第３位第３位    小笠原小笠原小笠原小笠原  祐弥祐弥祐弥祐弥    ５分１７秒７８５分１７秒７８５分１７秒７８５分１７秒７８  

男子 ８００ｍ 第５位  金澤 海斗  ２分１９秒３３

男子 ２年 １００ｍ  第７位  竹内大斗  １２秒７２

男子 ２００ｍ     第８位  舘田 頼人 ２５秒７３

女子 ３年 １００ｍ  第８位  中村 南美 １５秒３６

男子 共通 ４×１００ｍリレー   第８位   （金澤海斗  下山晴人 工藤真也人  竹内大斗）

第９回第９回第９回第９回  青森市内春季中学校水泳大会青森市内春季中学校水泳大会青森市内春季中学校水泳大会青森市内春季中学校水泳大会 男子男子男子男子  総合総合総合総合 第３位第３位第３位第３位   油川中学校油川中学校油川中学校油川中学校
 男子男子男子男子  １００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ  平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ    第２位第２位第２位第２位    １分１２秒０８１分１２秒０８１分１２秒０８１分１２秒０８    工藤工藤工藤工藤  柊斗柊斗柊斗柊斗 

 男子男子男子男子  ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ  平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ  第１位第１位第１位第１位    ２分３３秒３９２分３３秒３９２分３３秒３９２分３３秒３９    工藤工藤工藤工藤  柊斗柊斗柊斗柊斗 

 男子男子男子男子  １００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ  バタフライバタフライバタフライバタフライ  第２位第２位第２位第２位    １分０７秒４３１分０７秒４３１分０７秒４３１分０７秒４３  赤坂赤坂赤坂赤坂  直柾直柾直柾直柾 

 男子男子男子男子  ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ  バタフライバタフライバタフライバタフライ   第１位第１位第１位第１位    ２分２５秒４９２分２５秒４９２分２５秒４９２分２５秒４９    赤坂赤坂赤坂赤坂    直柾直柾直柾直柾 

     女子女子女子女子  ４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ  個人メドレー個人メドレー個人メドレー個人メドレー  第１位第１位第１位第１位    ５分３０秒８１５分３０秒８１５分３０秒８１５分３０秒８１    赤坂赤坂赤坂赤坂    実祐実祐実祐実祐 

 女子女子女子女子  ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ  バタフライバタフライバタフライバタフライ  第１位第１位第１位第１位    ２分４０秒８１２分４０秒８１２分４０秒８１２分４０秒８１    赤坂赤坂赤坂赤坂    実祐実祐実祐実祐 

 男子男子男子男子  ４００ｍメドレーリレー４００ｍメドレーリレー４００ｍメドレーリレー４００ｍメドレーリレー  第２位第２位第２位第２位    ４分３７秒５３４分３７秒５３４分３７秒５３４分３７秒５３    舘田舘田舘田舘田駿斗駿斗駿斗駿斗    工藤工藤工藤工藤柊斗柊斗柊斗柊斗    赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾    櫻田櫻田櫻田櫻田千馬千馬千馬千馬  



 第１６回第１６回第１６回第１６回  青森県ボクシング選手権大会青森県ボクシング選手権大会青森県ボクシング選手権大会青森県ボクシング選手権大会    UJUJUJUJの部の部の部の部    中学生男子５２中学生男子５２中学生男子５２中学生男子５２kgkgkgkg級級級級    第１位第１位第１位第１位    永倉永倉永倉永倉    諒諒諒諒  

  ６月１０日～１３日にかけて行われた青森市中体連夏季大会では、本校応援団が６月１０日～１３日にかけて行われた青森市中体連夏季大会では、本校応援団が６月１０日～１３日にかけて行われた青森市中体連夏季大会では、本校応援団が６月１０日～１３日にかけて行われた青森市中体連夏季大会では、本校応援団が２校しか選ばれない奨励賞２校しか選ばれない奨励賞２校しか選ばれない奨励賞２校しか選ばれない奨励賞を受賞するというを受賞するというを受賞するというを受賞するという 

 幸先よいスタートで幕を開け、幸先よいスタートで幕を開け、幸先よいスタートで幕を開け、幸先よいスタートで幕を開け、野球部が決勝で新城中を５－２で退け、昭和４６年の第２２回大会以来２度目の優勝を飾りまし野球部が決勝で新城中を５－２で退け、昭和４６年の第２２回大会以来２度目の優勝を飾りまし野球部が決勝で新城中を５－２で退け、昭和４６年の第２２回大会以来２度目の優勝を飾りまし野球部が決勝で新城中を５－２で退け、昭和４６年の第２２回大会以来２度目の優勝を飾りまし 

た。他の競技でも素晴らしい成果をあげた。他の競技でも素晴らしい成果をあげた。他の競技でも素晴らしい成果をあげた。他の競技でも素晴らしい成果をあげ、「勢いのある油川中学校」の姿を示しました。この勢いが県大会でも発揮されること、「勢いのある油川中学校」の姿を示しました。この勢いが県大会でも発揮されること、「勢いのある油川中学校」の姿を示しました。この勢いが県大会でも発揮されること、「勢いのある油川中学校」の姿を示しました。この勢いが県大会でも発揮されること

を期待します。を期待します。を期待します。を期待します。 

  中体連秋季大会に続き、夏季大会を制覇。中体連秋季大会に続き、夏季大会を制覇。中体連秋季大会に続き、夏季大会を制覇。中体連秋季大会に続き、夏季大会を制覇。  ２１人しかいませんが逆に個々の練習量が違います。いざ、県大会へ２１人しかいませんが逆に個々の練習量が違います。いざ、県大会へ２１人しかいませんが逆に個々の練習量が違います。いざ、県大会へ２１人しかいませんが逆に個々の練習量が違います。いざ、県大会へ 

応応応応  援援援援  団団団団  奨奨奨奨  励励励励  賞賞賞賞  受受受受  賞賞賞賞  ！！！！！！！！（平成１７年以来）（平成１７年以来）（平成１７年以来）（平成１７年以来） 

旗手 野球部主将 西田颯二朗    小林瑞季応援団長以下 演劇部・応援委員が奮闘しました  市内の選手先導は中野先生    

応援団奨励賞はその年の中体連で応援、行進など

総合的に判断し、２校が表彰されており、今年は浪

岡中学校とともに選出されました。いわば、応援で

も優勝を獲得したことになります。応援は校内での

練習の段階から、声、動きとも近年以上に素晴らし

く、今年はイタリアカラーでまとめたポンポンが非

常に目立っていました。行進は教頭先生を団長に入

場行進順１番で行進し、声、手や足のあげ方など 

練習の成果が発揮されました。 



卓球部男子団体女子団体卓球部男子団体女子団体卓球部男子団体女子団体卓球部男子団体女子団体  準優勝準優勝準優勝準優勝  柔道・剣道女子団体第柔道・剣道女子団体第柔道・剣道女子団体第柔道・剣道女子団体第3333位位位位 

県大会へ県大会へ県大会へ県大会へ  ４６４６４６４６名名名名 
水泳競技水泳競技水泳競技水泳競技 

    ・・・・男子総合男子総合男子総合男子総合  第４位第４位第４位第４位    ６９点６９点６９点６９点 

    ・女子・女子・女子・女子  ４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ  個人メドレー個人メドレー個人メドレー個人メドレー  第１位第１位第１位第１位  赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐 ’ ” ５２６６１（県大会）’ ”５２６６１（県大会）’ ”５２６６１（県大会）’ ”５２６６１（県大会） 

    ・男子・男子・男子・男子    ５０ｍ５０ｍ５０ｍ５０ｍ  自由形自由形自由形自由形        第３位第３位第３位第３位  櫻田千馬櫻田千馬櫻田千馬櫻田千馬   ”   ２７６２（県大会）”２７６２（県大会）”２７６２（県大会）”２７６２（県大会） 
    ・男子・男子・男子・男子  ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ  バタフライバタフライバタフライバタフライ    第１位第１位第１位第１位  赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾  ’ ”  ２２８６８（県大会）’ ”２２８６８（県大会）’ ”２２８６８（県大会）’ ”２２８６８（県大会） 

’ ” ・男子 ２００ｍ 背泳     第６位 工藤亜瑠 ３１２３５ 

    ・男子・男子・男子・男子  ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ  平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ        第２位第２位第２位第２位  工藤柊斗工藤柊斗工藤柊斗工藤柊斗 ’ ” ２４３２０（県大会）’ ”２４３２０（県大会）’ ”２４３２０（県大会）’ ”２４３２０（県大会）    

        ・男子・男子・男子・男子  １００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ  バタフライバタフライバタフライバタフライ    第４位第４位第４位第４位  赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾 ’ ” １０９５０（県大会）’ ”１０９５０（県大会）’ ”１０９５０（県大会）’ ”１０９５０（県大会） 

        ・男子・男子・男子・男子  １００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ  自由形自由形自由形自由形        第２位第２位第２位第２位  櫻田千馬櫻田千馬櫻田千馬櫻田千馬 ’ ” １０１３１（県大会）’ ”１０１３１（県大会）’ ”１０１３１（県大会）’ ”１０１３１（県大会） 

’ ” ・男子 １００ｍ 背泳          第６位  舘田駿斗 １２０９０ 

        ・男子・男子・男子・男子  １００ｍ１００ｍ１００ｍ１００ｍ  平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ                第３位第３位第３位第３位    工藤柊斗工藤柊斗工藤柊斗工藤柊斗 ’ ” １１５４７（県大会）’ ”１１５４７（県大会）’ ”１１５４７（県大会）’ ”１１５４７（県大会） 

    ・女子・女子・女子・女子    ２００ｍ２００ｍ２００ｍ２００ｍ  個人メドレー個人メドレー個人メドレー個人メドレー  第２位第２位第２位第２位  赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐 ’ ” ２３６７１（県大会）’ ”２３６７１（県大会）’ ”２３６７１（県大会）’ ”２３６７１（県大会） 

    ・男子・男子・男子・男子  ４×１００ｍ４×１００ｍ４×１００ｍ４×１００ｍ  フリーリレーフリーリレーフリーリレーフリーリレー    第３位第３位第３位第３位   ’ ”   ４１４２４（県大会）’ ”４１４２４（県大会）’ ”４１４２４（県大会）’ ”４１４２４（県大会） 

                                （櫻田千馬、舘田駿斗、赤坂直柾、工藤柊斗、工藤亜瑠）（櫻田千馬、舘田駿斗、赤坂直柾、工藤柊斗、工藤亜瑠）（櫻田千馬、舘田駿斗、赤坂直柾、工藤柊斗、工藤亜瑠）（櫻田千馬、舘田駿斗、赤坂直柾、工藤柊斗、工藤亜瑠） 

        ・男子・男子・男子・男子  ４×１００ｍ４×１００ｍ４×１００ｍ４×１００ｍ  メドレーリレーメドレーリレーメドレーリレーメドレーリレー  第３位第３位第３位第３位   ’ ”   ４４８０６（県大会）’ ”４４８０６（県大会）’ ”４４８０６（県大会）’ ”４４８０６（県大会） 

                                （舘田駿斗、工藤柊斗、赤坂直柾、櫻田千馬）（舘田駿斗、工藤柊斗、赤坂直柾、櫻田千馬）（舘田駿斗、工藤柊斗、赤坂直柾、櫻田千馬）（舘田駿斗、工藤柊斗、赤坂直柾、櫻田千馬）  

柔道競技柔道競技柔道競技柔道競技 

        ・・・・男子団体戦男子団体戦男子団体戦男子団体戦  第３位第３位第３位第３位  （１勝２敗）（１勝２敗）（１勝２敗）（１勝２敗） 

        ・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦  ５５ｋｇ級５５ｋｇ級５５ｋｇ級５５ｋｇ級  松村日向松村日向松村日向松村日向  第１位（県大会）第１位（県大会）第１位（県大会）第１位（県大会）           

        ・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦  ８１ｋｇ級８１ｋｇ級８１ｋｇ級８１ｋｇ級  外川幸樹外川幸樹外川幸樹外川幸樹  第３位（県大会）第３位（県大会）第３位（県大会）第３位（県大会） 

    ・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦  ９０ｋｇ級９０ｋｇ級９０ｋｇ級９０ｋｇ級  工藤裕大工藤裕大工藤裕大工藤裕大  第３位（県大会）第３位（県大会）第３位（県大会）第３位（県大会） 

        ・対戦成績により・対戦成績により・対戦成績により・対戦成績により  藤本永遠（県大会）藤本永遠（県大会）藤本永遠（県大会）藤本永遠（県大会） 

バスケットボール競技バスケットボール競技バスケットボール競技バスケットボール競技 

【男子】【男子】【男子】【男子】 

        ・１回戦・１回戦・１回戦・１回戦  油川中油川中油川中油川中  ５８－３８５８－３８５８－３８５８－３８  浦町中浦町中浦町中浦町中    勝利勝利勝利勝利 

        ・２回戦・２回戦・２回戦・２回戦  油川中油川中油川中油川中  ５４－１１４５４－１１４５４－１１４５４－１１４  佃中佃中佃中佃中    敗退敗退敗退敗退 

   【女子】【女子】【女子】【女子】 

        ・２回戦・２回戦・２回戦・２回戦    油川中油川中油川中油川中  ６５－４６６５－４６６５－４６６５－４６  浪岡中浪岡中浪岡中浪岡中  勝利勝利勝利勝利 

        ・３回戦・３回戦・３回戦・３回戦  油川中油川中油川中油川中  ４２－４５４２－４５４２－４５４２－４５    南中南中南中南中        敗退敗退敗退敗退 

バレーボール競技バレーボール競技バレーボール競技バレーボール競技 

   【男子】【男子】【男子】【男子】 

        ・１回戦・１回戦・１回戦・１回戦  油川中油川中油川中油川中  ０－２０－２０－２０－２  浦町中浦町中浦町中浦町中  敗退敗退敗退敗退  

   【女子】【女子】【女子】【女子】 

        ・２回戦・２回戦・２回戦・２回戦  油川中油川中油川中油川中  ０－２０－２０－２０－２  浦町中浦町中浦町中浦町中    敗退敗退敗退敗退 

ソフトテニス競技ソフトテニス競技ソフトテニス競技ソフトテニス競技 

   【男子】【男子】【男子】【男子】 

        ・団体戦・団体戦・団体戦・団体戦  １回戦１回戦１回戦１回戦  油川中油川中油川中油川中  １－２１－２１－２１－２  浪打中浪打中浪打中浪打中 

    ・個人戦・個人戦・個人戦・個人戦  入賞なし入賞なし入賞なし入賞なし 

   【女子】【女子】【女子】【女子】 

        ・団体戦・団体戦・団体戦・団体戦  ２回戦２回戦２回戦２回戦  油川中油川中油川中油川中  ０－３０－３０－３０－３  青森西中青森西中青森西中青森西中 

        ・個人戦・個人戦・個人戦・個人戦  入賞なし入賞なし入賞なし入賞なし 

バドミントン競技バドミントン競技バドミントン競技バドミントン競技 

   【女子】【女子】【女子】【女子】 

        ・団体戦・団体戦・団体戦・団体戦  １回戦１回戦１回戦１回戦  油川中油川中油川中油川中  ２－０２－０２－０２－０  青森西中青森西中青森西中青森西中    勝利勝利勝利勝利 

                  ２回戦２回戦２回戦２回戦  油川中油川中油川中油川中  ０－２０－２０－２０－２  青森山田青森山田青森山田青森山田  敗退敗退敗退敗退 

    ・女子シングルス・女子シングルス・女子シングルス・女子シングルス  入賞なし入賞なし入賞なし入賞なし 

    ・女子ダブルス・女子ダブルス・女子ダブルス・女子ダブルス    ５位５位５位５位  小山内怜央、阿部愛璃小山内怜央、阿部愛璃小山内怜央、阿部愛璃小山内怜央、阿部愛璃 

 サッカー競技サッカー競技サッカー競技サッカー競技   

        ・２回戦・２回戦・２回戦・２回戦  油川中油川中油川中油川中  ３－２３－２３－２３－２  造道中造道中造道中造道中    勝利勝利勝利勝利 

    ・３回戦・３回戦・３回戦・３回戦  油川中油川中油川中油川中  ０－１０－１０－１０－１  西中西中西中西中        敗退敗退敗退敗退 

女子１名女子１名女子１名女子１名  男子５名の男子５名の男子５名の男子５名の  水泳部水泳部水泳部水泳部 

全員の県大会出場が決定全員の県大会出場が決定全員の県大会出場が決定全員の県大会出場が決定 

  めざせ、東北大会！！めざせ、東北大会！！めざせ、東北大会！！めざせ、東北大会！！ 

柔道部も柔道部も柔道部も柔道部も４名全員の県大会出場が決定４名全員の県大会出場が決定４名全員の県大会出場が決定４名全員の県大会出場が決定 

１年生の松村君が見事優勝１年生の松村君が見事優勝１年生の松村君が見事優勝１年生の松村君が見事優勝しました。しました。しました。しました。 

５０㎏～９０㎏超級まで階級があり、５０㎏～９０㎏超級まで階級があり、５０㎏～９０㎏超級まで階級があり、５０㎏～９０㎏超級まで階級があり、 

女子の部もあります。道場もあるので女子の部もあります。道場もあるので女子の部もあります。道場もあるので女子の部もあります。道場もあるので 

１年・２年生はこれからでもやってみま１年・２年生はこれからでもやってみま１年・２年生はこれからでもやってみま１年・２年生はこれからでもやってみま

せんか。せんか。せんか。せんか。 

佃中が準優勝

惜敗。１年生が多いので

この悔しさは秋季大会

今年の壮行式では無形の力や選手を鼓舞す

る話の他に２人の方の話をしました。 

日常生活日常生活日常生活日常生活でいいでいいでいいでいい判断判断判断判断ができないやつにができないやつにができないやつにができないやつに、、、、

グラウンドでいいグラウンドでいいグラウンドでいいグラウンドでいい判断判断判断判断ができるわけがないができるわけがないができるわけがないができるわけがない。。。。

平尾平尾平尾平尾  誠二誠二誠二誠二（（（（ラグビーラグビーラグビーラグビー日本代表監督日本代表監督日本代表監督日本代表監督））））

「「「「勝勝勝勝つつつつ意欲意欲意欲意欲」」」」はたいしてはたいしてはたいしてはたいして重要重要重要重要ではないではないではないではない。。。。 

そんなものはそんなものはそんなものはそんなものは誰誰誰誰もがもがもがもが持持持持ちちちち合合合合わせているわせているわせているわせている。。。。 

重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、勝勝勝勝つためにつためにつためにつために準備準備準備準備するするするする意欲意欲意欲意欲であるであるであるである。。。。

（（（（アメリカバスケットボールコーチアメリカバスケットボールコーチアメリカバスケットボールコーチアメリカバスケットボールコーチ      

ボビーナイトボビーナイトボビーナイトボビーナイト））））

サッカーは 準決勝で青森山田中と秋季大会以来

の対戦が目的でしたが、点をあげるべき時に決めき

れず、敗れました。それでも、２回戦の造道中との

試合は、苦しい試合を逆転勝ちしており、油中の底

力を示してくれました。優勝校との差は走りきる体

力、スペースの活用、他人との連携だと思い見てい

ました。 

どの部も

惜敗 

でした。

あの場面 

あの１点 



 剣道競技剣道競技剣道競技剣道競技 

   【男子】【男子】【男子】【男子】 

        ・男子団体戦・男子団体戦・男子団体戦・男子団体戦  予選リーグ敗退予選リーグ敗退予選リーグ敗退予選リーグ敗退  ０勝２敗０勝２敗０勝２敗０勝２敗 

    ・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦・男子個人戦  入賞なし入賞なし入賞なし入賞なし 

   【女子】【女子】【女子】【女子】        

   ・・・・女子団体戦女子団体戦女子団体戦女子団体戦  第３位第３位第３位第３位  予選リーグ３勝０敗予選リーグ３勝０敗予選リーグ３勝０敗予選リーグ３勝０敗  決勝トーナメント進出決勝トーナメント進出決勝トーナメント進出決勝トーナメント進出 

        ・女子個人戦・女子個人戦・女子個人戦・女子個人戦  入賞なし入賞なし入賞なし入賞なし 

野球競技野球競技野球競技野球競技 

・油川中・油川中・油川中・油川中  ４－１４－１４－１４－１  佃中佃中佃中佃中    勝利勝利勝利勝利 

        ・油川中・油川中・油川中・油川中  ６－０６－０６－０６－０  浦町中浦町中浦町中浦町中  勝利勝利勝利勝利 

        ・油川中・油川中・油川中・油川中  ２－０２－０２－０２－０    沖館中沖館中沖館中沖館中  勝利勝利勝利勝利 

        ・・・・油川中油川中油川中油川中    ５－２５－２５－２５－２    新城中新城中新城中新城中  優勝優勝優勝優勝（県大会）（県大会）（県大会）（県大会） 

陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技 

        ・共通・共通・共通・共通  男子男子男子男子  走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳    第２位第２位第２位第２位  浅野友喜浅野友喜浅野友喜浅野友喜    ５ｍ８６５ｍ８６５ｍ８６５ｍ８６  （県大会）（県大会）（県大会）（県大会） 

    ・共通・共通・共通・共通  男子男子男子男子  走幅跳走幅跳走幅跳走幅跳    第８位第８位第８位第８位  越後谷規人越後谷規人越後谷規人越後谷規人  ５ｍ０７５ｍ０７５ｍ０７５ｍ０７ 

        ・共通・共通・共通・共通  男子男子男子男子  ４００ｍ４００ｍ４００ｍ４００ｍ  第３位第３位第３位第３位  金澤海斗金澤海斗金澤海斗金澤海斗  ”  ５５１５（県大会）”５５１５（県大会）”５５１５（県大会）”５５１５（県大会） 
    ・共通・共通・共通・共通  男子男子男子男子  砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投    第６位第６位第６位第６位  工藤真也人工藤真也人工藤真也人工藤真也人  ７ｍ８８７ｍ８８７ｍ８８７ｍ８８ 

        ・共通・共通・共通・共通  男子男子男子男子  砲丸投砲丸投砲丸投砲丸投    第７位第７位第７位第７位  山口太洋山口太洋山口太洋山口太洋    ７ｍ６６７ｍ６６７ｍ６６７ｍ６６ 

        ・男子・男子・男子・男子  四種混成競技四種混成競技四種混成競技四種混成競技    第４位第４位第４位第４位  坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁坂本尚郁    １０７８点１０７８点１０７８点１０７８点 

        ・低学年・低学年・低学年・低学年  男子男子男子男子  ４×１００ｍリレー４×１００ｍリレー４×１００ｍリレー４×１００ｍリレー  第５位第５位第５位第５位 

            坂本尚郁、山口瑠星、小笠原祐弥、田中里空坂本尚郁、山口瑠星、小笠原祐弥、田中里空坂本尚郁、山口瑠星、小笠原祐弥、田中里空坂本尚郁、山口瑠星、小笠原祐弥、田中里空 

        ・共通・共通・共通・共通  男子男子男子男子  ４×１００ｍリレー４×１００ｍリレー４×１００ｍリレー４×１００ｍリレー  第８位第８位第８位第８位 

                        金澤海斗、舘田頼人、下山晴人、竹内大斗金澤海斗、舘田頼人、下山晴人、竹内大斗金澤海斗、舘田頼人、下山晴人、竹内大斗金澤海斗、舘田頼人、下山晴人、竹内大斗 

 卓球競技卓球競技卓球競技卓球競技 

   【男子】【男子】【男子】【男子】 

        ・・・・男子男子男子男子  団体戦団体戦団体戦団体戦  準優勝準優勝準優勝準優勝  決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ  ２勝１敗（県大会）２勝１敗（県大会）２勝１敗（県大会）２勝１敗（県大会） 

        ・男子・男子・男子・男子  個人戦個人戦個人戦個人戦  第５位第５位第５位第５位  鈴木晃鈴木晃鈴木晃鈴木晃            （県大会）（県大会）（県大会）（県大会） 

        ・男子・男子・男子・男子  個人戦個人戦個人戦個人戦    第５位第５位第５位第５位  鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜鈴木生吹喜    （県大会）（県大会）（県大会）（県大会） 

        ・男子・男子・男子・男子  個人戦個人戦個人戦個人戦    第５位第５位第５位第５位  藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔        （県大会）（県大会）（県大会）（県大会） 

        ・男子・男子・男子・男子  代表決定戦により代表決定戦により代表決定戦により代表決定戦により    鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也鈴木奨也  （県大会）（県大会）（県大会）（県大会） 

        ・男子・男子・男子・男子  代表決定戦により代表決定戦により代表決定戦により代表決定戦により  小澤一樹小澤一樹小澤一樹小澤一樹  （県大会）（県大会）（県大会）（県大会） 

   【女子】【女子】【女子】【女子】 

        ・・・・女子女子女子女子  団体戦団体戦団体戦団体戦  準優勝準優勝準優勝準優勝  決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ  ２勝１敗（県大会）２勝１敗（県大会）２勝１敗（県大会）２勝１敗（県大会） 

        ・女子・女子・女子・女子  個人戦個人戦個人戦個人戦  入賞なし入賞なし入賞なし入賞なし 

        ・女子・女子・女子・女子  代表決定戦により代表決定戦により代表決定戦により代表決定戦により  田村みなみ（県大会）田村みなみ（県大会）田村みなみ（県大会）田村みなみ（県大会） 

温かい応援ありがとうございました温かい応援ありがとうございました温かい応援ありがとうございました温かい応援ありがとうございました。。。。  県大会もよろしくお願いいたします。県大会もよろしくお願いいたします。県大会もよろしくお願いいたします。県大会もよろしくお願いいたします。 

女子の団体はもう少しで県大会出場で女子の団体はもう少しで県大会出場で女子の団体はもう少しで県大会出場で女子の団体はもう少しで県大会出場で

した。残念。した。残念。した。残念。した。残念。個人戦の入賞個人戦の入賞個人戦の入賞個人戦の入賞なしも予想なしも予想なしも予想なしも予想

外でした外でした外でした外でした 

２回戦  佃中との試合は１対１の延長１０回の特別ルールで 

決着がつきました。優勝の勝因は４試合完投した伊藤海輝君の 

力投は勿論ですが、応援団を含めた全員による勝利だと思います。

私（校長）自身はサッカー競技部長のため、２回戦以外は観戦で

きませんでしたが、県大会を楽しみにしたいと思います。 

          めざせ東北大会！！

県大会が２名と若干寂しい感じもしますが 

リレーが２組入賞したことが喜びです。 

女子の個人戦が本校同士であたるなどの不運も 

ありましたが、男子団体、女子団体とも準優勝で 

県大会出場を決めました。男子は個人戦も５名の 

出場で、今後卓球の油川中になる予感さえします。

 県大会での上位進出を願っています。 

      めざせ東北大会！！



 平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度    少年非行防止少年非行防止少年非行防止少年非行防止  ＪＵＭＰチーム員ＪＵＭＰチーム員ＪＵＭＰチーム員ＪＵＭＰチーム員 

舘田駿斗舘田駿斗舘田駿斗舘田駿斗    安田汐里安田汐里安田汐里安田汐里    木浪悠太木浪悠太木浪悠太木浪悠太    赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐    田中友梨田中友梨田中友梨田中友梨    櫻田未羽櫻田未羽櫻田未羽櫻田未羽    蛯名蛯名蛯名蛯名  賛賛賛賛    鍵谷鍵谷鍵谷鍵谷  桜桜桜桜    川村翔大川村翔大川村翔大川村翔大 

山崎康生山崎康生山崎康生山崎康生    山本山本山本山本  倫倫倫倫  生駒千尋生駒千尋生駒千尋生駒千尋    山本優奈山本優奈山本優奈山本優奈    櫻庭うらら櫻庭うらら櫻庭うらら櫻庭うらら  工藤新汰工藤新汰工藤新汰工藤新汰    小林さくら小林さくら小林さくら小林さくら  最上敬太最上敬太最上敬太最上敬太    小林茉央小林茉央小林茉央小林茉央  

伊藤光輝伊藤光輝伊藤光輝伊藤光輝    小鹿陽向小鹿陽向小鹿陽向小鹿陽向  一戸楓花一戸楓花一戸楓花一戸楓花    田邊舞愛田邊舞愛田邊舞愛田邊舞愛    舘田透雄舘田透雄舘田透雄舘田透雄    赤坂理紗赤坂理紗赤坂理紗赤坂理紗    藤田和也藤田和也藤田和也藤田和也    奥崎海翔奥崎海翔奥崎海翔奥崎海翔    葛西葛西葛西葛西  祥祥祥祥   

舘田舘田舘田舘田  匠匠匠匠    山崎優真山崎優真山崎優真山崎優真  佐藤日和莉佐藤日和莉佐藤日和莉佐藤日和莉  青山青山青山青山  惟惟惟惟    鈴木陽葉鈴木陽葉鈴木陽葉鈴木陽葉 

JuvenileJuvenileJuvenileJuvenile   ((((ジュベナイル＝少年）ジュベナイル＝少年）ジュベナイル＝少年）ジュベナイル＝少年）ののののJJJJととととUUUU 

 MisconductMisconductMisconductMisconduct  （ミスコンダクト＝非行）（ミスコンダクト＝非行）（ミスコンダクト＝非行）（ミスコンダクト＝非行）ののののMMMM 

 PreventionPreventionPreventionPrevention  （プリベンション＝防止）（プリベンション＝防止）（プリベンション＝防止）（プリベンション＝防止）ののののPPPP 

ＪＵＭＰのＪＵＭＰのＪＵＭＰのＪＵＭＰの活動は平成１１年から青森警察署が全国に先駆けて行ったもので、活動は平成１１年から青森警察署が全国に先駆けて行ったもので、活動は平成１１年から青森警察署が全国に先駆けて行ったもので、活動は平成１１年から青森警察署が全国に先駆けて行ったもので、少年非行の悪化の一つの要因となっていると思われ少年非行の悪化の一つの要因となっていると思われ少年非行の悪化の一つの要因となっていると思われ少年非行の悪化の一つの要因となっていると思われ

る少年自身の「規範意識の低下」を防ぐために、中学生・高校生ら少年自らが、お互いに非行防止について呼びかけ、その活動を通る少年自身の「規範意識の低下」を防ぐために、中学生・高校生ら少年自らが、お互いに非行防止について呼びかけ、その活動を通る少年自身の「規範意識の低下」を防ぐために、中学生・高校生ら少年自らが、お互いに非行防止について呼びかけ、その活動を通る少年自身の「規範意識の低下」を防ぐために、中学生・高校生ら少年自らが、お互いに非行防止について呼びかけ、その活動を通

じて学校の仲間、さらには地域の方々も一緒になって、県内全体に非行防止の輪が広がることを目的じて学校の仲間、さらには地域の方々も一緒になって、県内全体に非行防止の輪が広がることを目的じて学校の仲間、さらには地域の方々も一緒になって、県内全体に非行防止の輪が広がることを目的じて学校の仲間、さらには地域の方々も一緒になって、県内全体に非行防止の輪が広がることを目的に作られたものです。に作られたものです。に作られたものです。に作られたものです。  （中略）（中略）（中略）（中略） 

人は「ヒューマンエラー」を「慣れ」によって起こしてしまいます。どんな一流の人でも「注意力には限界があり、ミスは起こし人は「ヒューマンエラー」を「慣れ」によって起こしてしまいます。どんな一流の人でも「注意力には限界があり、ミスは起こし人は「ヒューマンエラー」を「慣れ」によって起こしてしまいます。どんな一流の人でも「注意力には限界があり、ミスは起こし人は「ヒューマンエラー」を「慣れ」によって起こしてしまいます。どんな一流の人でも「注意力には限界があり、ミスは起こし

ます。」「パーフェクトヒューマン」は居ないと思います。でもミスによる被害は反省や確認することで最小限に防ぐことが出来るとます。」「パーフェクトヒューマン」は居ないと思います。でもミスによる被害は反省や確認することで最小限に防ぐことが出来るとます。」「パーフェクトヒューマン」は居ないと思います。でもミスによる被害は反省や確認することで最小限に防ぐことが出来るとます。」「パーフェクトヒューマン」は居ないと思います。でもミスによる被害は反省や確認することで最小限に防ぐことが出来ると

思います。思います。思います。思います。 

 例えば、駅員がやる指先確認、複数の人間による確認等があります。野球でアウトカウントを声に出して言うのは、アウトカウン例えば、駅員がやる指先確認、複数の人間による確認等があります。野球でアウトカウントを声に出して言うのは、アウトカウン例えば、駅員がやる指先確認、複数の人間による確認等があります。野球でアウトカウントを声に出して言うのは、アウトカウン例えば、駅員がやる指先確認、複数の人間による確認等があります。野球でアウトカウントを声に出して言うのは、アウトカウン

トにより、プレーの内容が違うので、次のプレーを確認する意味でもしています。トにより、プレーの内容が違うので、次のプレーを確認する意味でもしています。トにより、プレーの内容が違うので、次のプレーを確認する意味でもしています。トにより、プレーの内容が違うので、次のプレーを確認する意味でもしています。怖いのは何も考えていなかったり、「悪いこと」怖いのは何も考えていなかったり、「悪いこと」怖いのは何も考えていなかったり、「悪いこと」怖いのは何も考えていなかったり、「悪いこと」

や「他人から見て非常識なことや「他人から見て非常識なことや「他人から見て非常識なことや「他人から見て非常識なこと」に対する「慣れ」です。万引きやいじめ、ゲーム、スマホや」に対する「慣れ」です。万引きやいじめ、ゲーム、スマホや」に対する「慣れ」です。万引きやいじめ、ゲーム、スマホや」に対する「慣れ」です。万引きやいじめ、ゲーム、スマホやSNSSNSSNSSNSによる画像や悪口などに「慣れて」による画像や悪口などに「慣れて」による画像や悪口などに「慣れて」による画像や悪口などに「慣れて」

しまえば、それが自分にとっては当たり前に思えても他人からみれば、非常識であり、つきあいたくない人になります。それは、授しまえば、それが自分にとっては当たり前に思えても他人からみれば、非常識であり、つきあいたくない人になります。それは、授しまえば、それが自分にとっては当たり前に思えても他人からみれば、非常識であり、つきあいたくない人になります。それは、授しまえば、それが自分にとっては当たり前に思えても他人からみれば、非常識であり、つきあいたくない人になります。それは、授

業中に騒ぐことでも、居眠りすることでも同じです。業中に騒ぐことでも、居眠りすることでも同じです。業中に騒ぐことでも、居眠りすることでも同じです。業中に騒ぐことでも、居眠りすることでも同じです。 

大きな事故や事件になる前に、自分や他人からの指摘で気づき、反省し、きっぱりやめたり、気をつけることができるのも人間で大きな事故や事件になる前に、自分や他人からの指摘で気づき、反省し、きっぱりやめたり、気をつけることができるのも人間で大きな事故や事件になる前に、自分や他人からの指摘で気づき、反省し、きっぱりやめたり、気をつけることができるのも人間で大きな事故や事件になる前に、自分や他人からの指摘で気づき、反省し、きっぱりやめたり、気をつけることができるのも人間で

す。自分では当たり前だと思っていても、他人から見ると変だと思われそうなものはないですか、たまにす。自分では当たり前だと思っていても、他人から見ると変だと思われそうなものはないですか、たまにす。自分では当たり前だと思っていても、他人から見ると変だと思われそうなものはないですか、たまにす。自分では当たり前だと思っていても、他人から見ると変だと思われそうなものはないですか、たまに第三者の目で自分を見るこ第三者の目で自分を見るこ第三者の目で自分を見るこ第三者の目で自分を見るこ

とも必要とも必要とも必要とも必要かと思いかと思いかと思いかと思います。ます。ます。ます。 

 JUMPJUMPJUMPJUMPの活動はの活動はの活動はの活動はお互いに非行防止について呼びかけお互いに非行防止について呼びかけお互いに非行防止について呼びかけお互いに非行防止について呼びかけ、安全安心な学校や地域社会を作って行こうとする活動ですので、本日委嘱され、安全安心な学校や地域社会を作って行こうとする活動ですので、本日委嘱され、安全安心な学校や地域社会を作って行こうとする活動ですので、本日委嘱され、安全安心な学校や地域社会を作って行こうとする活動ですので、本日委嘱され

たメンバーに限らず、油川中学校全体で取り組んでいきたいと考えています。それでは中体連まで数日を残すだけになりました。最たメンバーに限らず、油川中学校全体で取り組んでいきたいと考えています。それでは中体連まで数日を残すだけになりました。最たメンバーに限らず、油川中学校全体で取り組んでいきたいと考えています。それでは中体連まで数日を残すだけになりました。最たメンバーに限らず、油川中学校全体で取り組んでいきたいと考えています。それでは中体連まで数日を残すだけになりました。最

高の結果にしてほしいと思います。高の結果にしてほしいと思います。高の結果にしてほしいと思います。高の結果にしてほしいと思います。                                （６月７日（６月７日（６月７日（６月７日  全校集会全校集会全校集会全校集会  講話より）講話より）講話より）講話より） 

６・７月の行事予定等６・７月の行事予定等６・７月の行事予定等６・７月の行事予定等

６月６月６月６月 
 ２１日（火）２１日（火）２１日（火）２１日（火）  油川小学校への出張応援油川小学校への出張応援油川小学校への出張応援油川小学校への出張応援 

 ２２日（水）２２日（水）２２日（水）２２日（水）  西田沢小への出張応援西田沢小への出張応援西田沢小への出張応援西田沢小への出張応援  ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日 

 ２３日（木）２３日（木）２３日（木）２３日（木）  合唱コンクール選曲集会（６校時）合唱コンクール選曲集会（６校時）合唱コンクール選曲集会（６校時）合唱コンクール選曲集会（６校時） 

 ２４日（金）２４日（金）２４日（金）２４日（金）  １・２年生薬物乱用防止教室１・２年生薬物乱用防止教室１・２年生薬物乱用防止教室１・２年生薬物乱用防止教室    みんなを労う集い（ラみんなを労う集い（ラみんなを労う集い（ラみんなを労う集い（ラ  プラス）プラス）プラス）プラス） 

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

 ２８日（火）２８日（火）２８日（火）２８日（火）  全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会 

 ２９日（水）２９日（水）２９日（水）２９日（水） ① 校内研、職員会議、諸費納入日①校内研、職員会議、諸費納入日①校内研、職員会議、諸費納入日①  校内研、職員会議、諸費納入日

 ３０日（木）３０日（木）３０日（木）３０日（木） ② 諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②  諸費納入日 期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト 

 ７月７月７月７月 

  ４日（月）４日（月）４日（月）４日（月）  ３年思春期教室３年思春期教室３年思春期教室３年思春期教室 

  ６日（水）６日（水）６日（水）６日（水） ① ３年模擬テスト①３年模擬テスト①３年模擬テスト①  ３年模擬テスト

  ７日（木）７日（木）７日（木）７日（木）  市教委学務課訪問市教委学務課訪問市教委学務課訪問市教委学務課訪問 

  ８日（金）８日（金）８日（金）８日（金）  トラスト選曲集会トラスト選曲集会トラスト選曲集会トラスト選曲集会 

 １１日（月）１１日（月）１１日（月）１１日（月）  学校評議員会学校評議員会学校評議員会学校評議員会            

 １２日（火）１２日（火）１２日（火）１２日（火）  市教委指導課訪問市教委指導課訪問市教委指導課訪問市教委指導課訪問 

 １３日（水）１３日（水）１３日（水）１３日（水） ① 諸費納入日①諸費納入日①諸費納入日①  諸費納入日 宵宮巡回（十三森）宵宮巡回（十三森）宵宮巡回（十三森）宵宮巡回（十三森） 

 １４日（木）１４日（木）１４日（木）１４日（木） ② 諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②  諸費納入日 宵宮巡回（熊野宮）宵宮巡回（熊野宮）宵宮巡回（熊野宮）宵宮巡回（熊野宮） 

 １５日（金）１５日（金）１５日（金）１５日（金）  県大会壮行式（６校時）県大会壮行式（６校時）県大会壮行式（６校時）県大会壮行式（６校時） 

 １６日（土）～１８日（月）１６日（土）～１８日（月）１６日（土）～１８日（月）１６日（土）～１８日（月）  県中体連夏季大会（弘前）県中体連夏季大会（弘前）県中体連夏季大会（弘前）県中体連夏季大会（弘前） 

 １９日（火）１９日（火）１９日（火）１９日（火）  ネット安全教室（５校時）ネット安全教室（５校時）ネット安全教室（５校時）ネット安全教室（５校時）  ＰＴＡ例会ＰＴＡ例会ＰＴＡ例会ＰＴＡ例会    県中体連予備日県中体連予備日県中体連予備日県中体連予備日 

 ２１日（木）２１日（木）２１日（木）２１日（木）  １学期終業式１学期終業式１学期終業式１学期終業式 

 ２４日（日）２４日（日）２４日（日）２４日（日）  油川ねぶた合同運行（１９時～）油川ねぶた合同運行（１９時～）油川ねぶた合同運行（１９時～）油川ねぶた合同運行（１９時～）                  

ＪＵＭＰシンボルマークＪＵＭＰシンボルマークＪＵＭＰシンボルマークＪＵＭＰシンボルマーク

      ボランティアボランティアボランティアボランティア 

６月２５日（土）６月２５日（土）６月２５日（土）６月２５日（土） 油川幼稚園運動会ボランティア油川幼稚園運動会ボランティア油川幼稚園運動会ボランティア油川幼稚園運動会ボランティア 

７月７月７月７月  ９日（土）９日（土）９日（土）９日（土）  ふるさと海岸清掃ボランティアふるさと海岸清掃ボランティアふるさと海岸清掃ボランティアふるさと海岸清掃ボランティア 

７月３１日（日）７月３１日（日）７月３１日（日）７月３１日（日）  油川幼稚園ねぶた運行ボランティア油川幼稚園ねぶた運行ボランティア油川幼稚園ねぶた運行ボランティア油川幼稚園ねぶた運行ボランティア

３年授業日・三者面談３年授業日・三者面談３年授業日・三者面談３年授業日・三者面談 

７月２５日（月）～７月２９日（金）に３年生を対象７月２５日（月）～７月２９日（金）に３年生を対象７月２５日（月）～７月２９日（金）に３年生を対象７月２５日（月）～７月２９日（金）に３年生を対象

に３年授業日、三者面談をに３年授業日、三者面談をに３年授業日、三者面談をに３年授業日、三者面談を行います。行います。行います。行います。 

１・２年生の学習会もこの時期の行われる予定であり１・２年生の学習会もこの時期の行われる予定であり１・２年生の学習会もこの時期の行われる予定であり１・２年生の学習会もこの時期の行われる予定であり

詳細は後日、お知らせします。また、３年生の放課後学詳細は後日、お知らせします。また、３年生の放課後学詳細は後日、お知らせします。また、３年生の放課後学詳細は後日、お知らせします。また、３年生の放課後学

習会や各教科の補習も今後開始されます。習会や各教科の補習も今後開始されます。習会や各教科の補習も今後開始されます。習会や各教科の補習も今後開始されます。 

     ＜お願い＞＜お願い＞＜お願い＞＜お願い＞ 

中体連等で保護者の皆様の撮りました中体連等で保護者の皆様の撮りました中体連等で保護者の皆様の撮りました中体連等で保護者の皆様の撮りました

生徒の写真がありましたら生徒の写真がありましたら生徒の写真がありましたら生徒の写真がありましたらお知らせお知らせお知らせお知らせ 

ください。Ｐ広報担当ください。Ｐ広報担当ください。Ｐ広報担当ください。Ｐ広報担当  檜川まで檜川まで檜川まで檜川まで 

３１


