
 

 

 

 

 

 

 

 

学級合唱コンクール曲目一覧 

     １学年     ２学年     ３学年 

１組                 心の瞳心の瞳心の瞳心の瞳    

指揮指揮指揮指揮        工藤工藤工藤工藤    亜瑠亜瑠亜瑠亜瑠    

伴奏伴奏伴奏伴奏        山崎山崎山崎山崎    優真優真優真優真    

            ＨＥＩＷＡの鐘ＨＥＩＷＡの鐘ＨＥＩＷＡの鐘ＨＥＩＷＡの鐘        

指揮指揮指揮指揮        横内横内横内横内        立立立立    

伴奏伴奏伴奏伴奏        工藤工藤工藤工藤    菜々子菜々子菜々子菜々子    

    桜の季節 

指揮指揮指揮指揮    西田西田西田西田    颯二朗颯二朗颯二朗颯二朗    

伴奏伴奏伴奏伴奏    岩谷岩谷岩谷岩谷    妃依妃依妃依妃依 

２組 
            旅立ちの時旅立ちの時旅立ちの時旅立ちの時    

～Ａ～Ａ～Ａ～Ａsian  dream sian  dream sian  dream sian  dream     songsongsongsong～～～～    

指揮指揮指揮指揮        肴倉肴倉肴倉肴倉    靜斗靜斗靜斗靜斗    

伴奏伴奏伴奏伴奏        青山青山青山青山    日菜日菜日菜日菜    

                ＹＥＬＬＹＥＬＬＹＥＬＬＹＥＬＬ    

指揮指揮指揮指揮        館田館田館田館田    斗輝也斗輝也斗輝也斗輝也    

伴奏伴奏伴奏伴奏        宮本宮本宮本宮本    莉里花莉里花莉里花莉里花    

     未来 

指揮指揮指揮指揮    山崎山崎山崎山崎    康生康生康生康生    

伴奏伴奏伴奏伴奏    舩舩舩舩水水水水    理帆理帆理帆理帆 

３組             ＣＯＳＭＯＳＣＯＳＭＯＳＣＯＳＭＯＳＣＯＳＭＯＳ    

指揮指揮指揮指揮        松村松村松村松村    日向日向日向日向    

伴奏伴奏伴奏伴奏        蝦名蝦名蝦名蝦名    実久実久実久実久    

                    手紙手紙手紙手紙    

指揮指揮指揮指揮        黒滝黒滝黒滝黒滝    悠斗悠斗悠斗悠斗    

伴奏伴奏伴奏伴奏        菊池菊池菊池菊池    里桜里桜里桜里桜    

       虹 

指揮指揮指揮指揮    山本山本山本山本        倫倫倫倫    

伴奏伴奏伴奏伴奏        中村中村中村中村        南美南美南美南美 

４組     ＭｙＭｙＭｙＭｙ    ＯｗｎＯｗｎＯｗｎＯｗｎ    ＲｏａｄＲｏａｄＲｏａｄＲｏａｄ    

指揮指揮指揮指揮        相内相内相内相内    好誠好誠好誠好誠    

伴奏伴奏伴奏伴奏        山田山田山田山田    あゆ美あゆ美あゆ美あゆ美    

  

 6 月 23 日（木）6 校時 平成 28 年度 油中祭合唱コンクール選曲集会が開催されました。曲の選曲が合唱を左右する

面もあるので、各学年、各学級とも真剣な話し合いがなされていました。 

 

トラスト曲目一覧 

                 曲曲曲曲        名名名名    
             指揮者指揮者指揮者指揮者                    伴奏者伴奏者伴奏者伴奏者 

綠 組 ＰｒｏｇｒｅｓｓＰｒｏｇｒｅｓｓＰｒｏｇｒｅｓｓＰｒｏｇｒｅｓｓ    
     嶋田 幸駿       人選中 

白 組 終わらない歌      津川 空雅 仙庭 那奈加 

赤 組 ３６５日の紙飛行機      對馬  廉       人選中 

 ７月８日（金）にはトラスト選曲集会が開催され、各組の合唱曲を選びました。 

    

            全校で曲を聴いて、多数決で選曲します。           体育祭のリベンジを期す赤組リーダー對馬君                                                                                                                                                                                                                                                

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４号   

平成２８年  ７月 １４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 

 



    

    

    本校は古くからボランティア活動に取り組んできた学校であり、今年度も青森市社会福祉協議会の指定を受けて活動本校は古くからボランティア活動に取り組んできた学校であり、今年度も青森市社会福祉協議会の指定を受けて活動本校は古くからボランティア活動に取り組んできた学校であり、今年度も青森市社会福祉協議会の指定を受けて活動本校は古くからボランティア活動に取り組んできた学校であり、今年度も青森市社会福祉協議会の指定を受けて活動

に取り組んでいます。今後も学年や部活動単位で、ボランティアに取り組む予定です。今回は伝統的に参加している油に取り組んでいます。今後も学年や部活動単位で、ボランティアに取り組む予定です。今回は伝統的に参加している油に取り組んでいます。今後も学年や部活動単位で、ボランティアに取り組む予定です。今回は伝統的に参加している油に取り組んでいます。今後も学年や部活動単位で、ボランティアに取り組む予定です。今回は伝統的に参加している油    

川幼稚園の運川幼稚園の運川幼稚園の運川幼稚園の運動会、動会、動会、動会、小学校出張応援、ふるさと海岸の清掃についてご紹介します。小学校出張応援、ふるさと海岸の清掃についてご紹介します。小学校出張応援、ふるさと海岸の清掃についてご紹介します。小学校出張応援、ふるさと海岸の清掃についてご紹介します。    {{{{６月２５日（土）６月２５日（土）６月２５日（土）６月２５日（土）}}}}    

 

    

        時折、雨の降る中で道具運びはもちろん、卒園児の徒競走や時折、雨の降る中で道具運びはもちろん、卒園児の徒競走や時折、雨の降る中で道具運びはもちろん、卒園児の徒競走や時折、雨の降る中で道具運びはもちろん、卒園児の徒競走や撤収作業まで手伝いました撤収作業まで手伝いました撤収作業まで手伝いました撤収作業まで手伝いました    

                                                     

                                                                        中学校の体育祭より必死中学校の体育祭より必死中学校の体育祭より必死中学校の体育祭より必死                剣道、サッカー、バスケなどの精鋭が参加剣道、サッカー、バスケなどの精鋭が参加剣道、サッカー、バスケなどの精鋭が参加剣道、サッカー、バスケなどの精鋭が参加    

            

    

                            小学校出張応援小学校出張応援小学校出張応援小学校出張応援    （今年も体育デー、野球、卓球等に出場する後輩にエールを送りました）（今年も体育デー、野球、卓球等に出場する後輩にエールを送りました）（今年も体育デー、野球、卓球等に出場する後輩にエールを送りました）（今年も体育デー、野球、卓球等に出場する後輩にエールを送りました）    

            

        油川小学校出張応援油川小学校出張応援油川小学校出張応援油川小学校出張応援    （６月２１日）（６月２１日）（６月２１日）（６月２１日）                            西田沢小西田沢小西田沢小西田沢小    出張応援出張応援出張応援出張応援（６月２２日、新築の体育館で）（６月２２日、新築の体育館で）（６月２２日、新築の体育館で）（６月２２日、新築の体育館で）                

    

２学期はキャリア教育として、１学年は油川中２学期はキャリア教育として、１学年は油川中２学期はキャリア教育として、１学年は油川中２学期はキャリア教育として、１学年は油川中

学区内での職場見学、２学年は青森市内での職場学区内での職場見学、２学年は青森市内での職場学区内での職場見学、２学年は青森市内での職場学区内での職場見学、２学年は青森市内での職場

体験が行われます。仕事の厳しさや大変さととも体験が行われます。仕事の厳しさや大変さととも体験が行われます。仕事の厳しさや大変さととも体験が行われます。仕事の厳しさや大変さととも

に仕事を通して得る喜び、楽しさなども伝えていに仕事を通して得る喜び、楽しさなども伝えていに仕事を通して得る喜び、楽しさなども伝えていに仕事を通して得る喜び、楽しさなども伝えてい

ただければと思います。悪いところや気になる所ただければと思います。悪いところや気になる所ただければと思います。悪いところや気になる所ただければと思います。悪いところや気になる所

はびしびし、指摘をして鍛えていただければと思はびしびし、指摘をして鍛えていただければと思はびしびし、指摘をして鍛えていただければと思はびしびし、指摘をして鍛えていただければと思

います。います。います。います。    

    

小学生の皆さんから小学生の皆さんから小学生の皆さんから小学生の皆さんから、お礼のメッセージが届きました。、お礼のメッセージが届きました。、お礼のメッセージが届きました。、お礼のメッセージが届きました。    



                    

    

    

    

ふるさと海岸清掃ボランティア活動ふるさと海岸清掃ボランティア活動ふるさと海岸清掃ボランティア活動ふるさと海岸清掃ボランティア活動    参加者参加者参加者参加者    

        村田村田村田村田    結菜結菜結菜結菜        山崎山崎山崎山崎    優真優真優真優真        舘田舘田舘田舘田        真真真真        舘田舘田舘田舘田斗輝也斗輝也斗輝也斗輝也        岩谷岩谷岩谷岩谷    妃依妃依妃依妃依        越後谷越後谷越後谷越後谷    規人規人規人規人        小倉小倉小倉小倉    萌子萌子萌子萌子    

        織田織田織田織田    美月美月美月美月        小野小野小野小野    陽菜陽菜陽菜陽菜        川村川村川村川村    翔翔翔翔大大大大        越田越田越田越田    舞音舞音舞音舞音        佐々木藍羅佐々木藍羅佐々木藍羅佐々木藍羅        佐藤佐藤佐藤佐藤    萌香萌香萌香萌香            鶴谷鶴谷鶴谷鶴谷    涼香涼香涼香涼香    

        成田成田成田成田    泉美泉美泉美泉美        泉谷泉谷泉谷泉谷    龍輝龍輝龍輝龍輝        櫻田櫻田櫻田櫻田    未羽未羽未羽未羽        佐々木佐々木佐々木佐々木    楓楓楓楓        嶋田嶋田嶋田嶋田    幸駿幸駿幸駿幸駿        下山下山下山下山    晴人晴人晴人晴人            神神神神        麗麗麗麗愛愛愛愛    

        田中田中田中田中    優菜優菜優菜優菜        鶴谷鶴谷鶴谷鶴谷    妃彩妃彩妃彩妃彩        藤田藤田藤田藤田    明葉明葉明葉明葉        藤吉藤吉藤吉藤吉        天天天天        舩舩舩舩水水水水    理帆理帆理帆理帆        三上ひより三上ひより三上ひより三上ひより            室谷室谷室谷室谷    健太健太健太健太    

        安田安田安田安田    汐里汐里汐里汐里        秋元晃太朗秋元晃太朗秋元晃太朗秋元晃太朗        飯田飯田飯田飯田    真衣真衣真衣真衣        蝦名蝦名蝦名蝦名    見咲見咲見咲見咲        葛西葛西葛西葛西        大大大大        鎌田鎌田鎌田鎌田    康生康生康生康生            川崎川崎川崎川崎        響響響響    

        工藤真也人工藤真也人工藤真也人工藤真也人        小枝里利花小枝里利花小枝里利花小枝里利花        佐々木優那佐々木優那佐々木優那佐々木優那        杉本杉本杉本杉本    桃香桃香桃香桃香        舘田舘田舘田舘田    駿斗駿斗駿斗駿斗        舘田舘田舘田舘田    耀耀耀耀                田村みなみ田村みなみ田村みなみ田村みなみ    

        名古屋昂亮名古屋昂亮名古屋昂亮名古屋昂亮        福士ほのか福士ほのか福士ほのか福士ほのか        松山松山松山松山    香羽香羽香羽香羽        三浦三浦三浦三浦    瑠雅瑠雅瑠雅瑠雅        山本山本山本山本        倫倫倫倫        鷲尾まりん鷲尾まりん鷲尾まりん鷲尾まりん    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    赤坂赤坂赤坂赤坂    伶伶伶伶        織笠愛織笠愛織笠愛織笠愛菜菜菜菜        藤本梨藤本梨藤本梨藤本梨愛愛愛愛        村田結菜村田結菜村田結菜村田結菜        森穂乃佳森穂乃佳森穂乃佳森穂乃佳        山崎優真山崎優真山崎優真山崎優真        佐々木玲佐々木玲佐々木玲佐々木玲        岩谷結大岩谷結大岩谷結大岩谷結大                松村日向松村日向松村日向松村日向    

    溝江菜々溝江菜々溝江菜々溝江菜々        大友美優大友美優大友美優大友美優        佐々木雛穂佐々木雛穂佐々木雛穂佐々木雛穂    田中碧衣田中碧衣田中碧衣田中碧衣        鳴海鳴海鳴海鳴海    朝朝朝朝        山口莉沙藍山口莉沙藍山口莉沙藍山口莉沙藍        齋藤齋藤齋藤齋藤    肇肇肇肇            舘田舘田舘田舘田佳典佳典佳典佳典    

    山口瑠星山口瑠星山口瑠星山口瑠星        一戸楓花一戸楓花一戸楓花一戸楓花        阿部蒼太阿部蒼太阿部蒼太阿部蒼太        赤井実穂赤井実穂赤井実穂赤井実穂        田邊舞愛田邊舞愛田邊舞愛田邊舞愛        館田透惟館田透惟館田透惟館田透惟        藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔藤田隼輔        赤坂理紗赤坂理紗赤坂理紗赤坂理紗    

    高田高田高田高田子琴子琴子琴子琴        佐藤朝香佐藤朝香佐藤朝香佐藤朝香        安田菜々安田菜々安田菜々安田菜々        蝦名蝦名蝦名蝦名    賛賛賛賛        小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔小田桐大輔    川村翔大川村翔大川村翔大川村翔大        山口創平山口創平山口創平山口創平        岩谷妃依岩谷妃依岩谷妃依岩谷妃依            小倉萌子小倉萌子小倉萌子小倉萌子    

    佐藤萌香佐藤萌香佐藤萌香佐藤萌香        田中友梨田中友梨田中友梨田中友梨            成田泉美成田泉美成田泉美成田泉美        泉谷龍輝泉谷龍輝泉谷龍輝泉谷龍輝            工藤楓生工藤楓生工藤楓生工藤楓生        大賀一心大賀一心大賀一心大賀一心        對馬虎之介對馬虎之介對馬虎之介對馬虎之介        鶴谷卓海鶴谷卓海鶴谷卓海鶴谷卓海                山崎康生山崎康生山崎康生山崎康生            

川崎慧奈川崎慧奈川崎慧奈川崎慧奈            佐藤麻衣佐藤麻衣佐藤麻衣佐藤麻衣            舩舩舩舩水理帆水理帆水理帆水理帆        三上ひより三上ひより三上ひより三上ひより                安田汐里安田汐里安田汐里安田汐里        山田南美山田南美山田南美山田南美        秋元晃太朗秋元晃太朗秋元晃太朗秋元晃太朗        川崎川崎川崎川崎    響響響響                木浪悠太木浪悠太木浪悠太木浪悠太            

小澤一樹小澤一樹小澤一樹小澤一樹        舘田駿斗舘田駿斗舘田駿斗舘田駿斗            山本山本山本山本    倫倫倫倫        蝦名蝦名蝦名蝦名見見見見咲咲咲咲        佐々木優那佐々木優那佐々木優那佐々木優那    中村南美中村南美中村南美中村南美            （以上（以上（以上（以上    ５８名）５８名）５８名）５８名）    

    

        本校の合唱部は部員不足のために活動を中止しておりますが、本校の合唱部は部員不足のために活動を中止しておりますが、本校の合唱部は部員不足のために活動を中止しておりますが、本校の合唱部は部員不足のために活動を中止しておりますが、全校の中から活動できる生徒を選抜し、市中文連全校の中から活動できる生徒を選抜し、市中文連全校の中から活動できる生徒を選抜し、市中文連全校の中から活動できる生徒を選抜し、市中文連    

    音楽発表会や油川音楽発表会や油川音楽発表会や油川音楽発表会や油川 jazzjazzjazzjazz フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル、元気町フェスタ、元気町フェスタ、元気町フェスタ、元気町フェスタ inininin あぶらかわ等に出演し、歌声を披露しています。あぶらかわ等に出演し、歌声を披露しています。あぶらかわ等に出演し、歌声を披露しています。あぶらかわ等に出演し、歌声を披露しています。    

    昨年は他校の先生からも昨年は他校の先生からも昨年は他校の先生からも昨年は他校の先生からも男子の男子の男子の男子のハーモニーの素晴らしさを絶賛されましたが、油中生は合唱だってやりますよ！！ハーモニーの素晴らしさを絶賛されましたが、油中生は合唱だってやりますよ！！ハーモニーの素晴らしさを絶賛されましたが、油中生は合唱だってやりますよ！！ハーモニーの素晴らしさを絶賛されましたが、油中生は合唱だってやりますよ！！    

大間町出身でアテネオリンピック銀メダリストの泉大間町出身でアテネオリンピック銀メダリストの泉大間町出身でアテネオリンピック銀メダリストの泉大間町出身でアテネオリンピック銀メダリストの泉    浩さんがテレビ朝日の番組の企画で浩さんがテレビ朝日の番組の企画で浩さんがテレビ朝日の番組の企画で浩さんがテレビ朝日の番組の企画で

７月８日（金）に本校を突然訪問し、柔道部員に稽古をつけてくれました。７月８日（金）に本校を突然訪問し、柔道部員に稽古をつけてくれました。７月８日（金）に本校を突然訪問し、柔道部員に稽古をつけてくれました。７月８日（金）に本校を突然訪問し、柔道部員に稽古をつけてくれました。    

    番組は番組は番組は番組は「イチから住～前略、移住しました～」という番組で、浅虫で家を借りた泉さんが油「イチから住～前略、移住しました～」という番組で、浅虫で家を借りた泉さんが油「イチから住～前略、移住しました～」という番組で、浅虫で家を借りた泉さんが油「イチから住～前略、移住しました～」という番組で、浅虫で家を借りた泉さんが油

川の（株）山神で働き、油川にある中学校に柔道部があるのを知り突然訪ねてきたものでした。川の（株）山神で働き、油川にある中学校に柔道部があるのを知り突然訪ねてきたものでした。川の（株）山神で働き、油川にある中学校に柔道部があるのを知り突然訪ねてきたものでした。川の（株）山神で働き、油川にある中学校に柔道部があるのを知り突然訪ねてきたものでした。    

    突然のメダリストの訪問に柔道部部長の工藤裕大君は「最初は誰だかわかりませんでした突然のメダリストの訪問に柔道部部長の工藤裕大君は「最初は誰だかわかりませんでした突然のメダリストの訪問に柔道部部長の工藤裕大君は「最初は誰だかわかりませんでした突然のメダリストの訪問に柔道部部長の工藤裕大君は「最初は誰だかわかりませんでした

が、先生方からお話を聞いて驚きました。技の１つ１つに対して、こうかければ良いという具が、先生方からお話を聞いて驚きました。技の１つ１つに対して、こうかければ良いという具が、先生方からお話を聞いて驚きました。技の１つ１つに対して、こうかければ良いという具が、先生方からお話を聞いて驚きました。技の１つ１つに対して、こうかければ良いという具

体的な話もあり、参考になりました。」と話していました。訪問の様子は７月１７日（日）体的な話もあり、参考になりました。」と話していました。訪問の様子は７月１７日（日）体的な話もあり、参考になりました。」と話していました。訪問の様子は７月１７日（日）体的な話もあり、参考になりました。」と話していました。訪問の様子は７月１７日（日）            

青森朝日放送で１８時半から放映されます。青森朝日放送で１８時半から放映されます。青森朝日放送で１８時半から放映されます。青森朝日放送で１８時半から放映されます。    

 油川ふるさと海岸は平成元年より国土交通省の「ふるさと海岸整備事業」として整備が進められ、平成１１年度に

完成しました。今年度は７月２２日（水）～８月２３日（日）までの遊泳期間です。 

午前９時～午後１６時３０分が遊泳時間で 青旗は遊泳可能 黄旗は遊泳注意 赤旗は遊泳禁止と 

なります。 監視員がいない時やバーベキュー・花火禁止ですのでしっかり守りましょう。 

毎年 大量に発生する藻が重くて 

やっかいです。 

 今年も連合町会の呼びかけで多

くの町会、青森北高校、本校の生徒

が参加しました。 



    

＜ボクシング＞＜ボクシング＞＜ボクシング＞＜ボクシング＞

第３回第３回第３回第３回    全日本ＵＪ王全日本ＵＪ王全日本ＵＪ王全日本ＵＪ王

 

＜卓球＞ 

  青森市小・中学生有望選手強化練習会

   藤田隼輔・鈴木生吹喜・鈴木

 

＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞

        第３回第３回第３回第３回    

    

    

    

今年の勇気づけられる話は

腰塚勇人さんのお話です。

腰塚勇人さんの５つの誓い

人のよいところを
⾒るために使おう

左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに

 

未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット

        全校規律委員長全校規律委員長全校規律委員長全校規律委員長

    

＜ボクシング＞＜ボクシング＞＜ボクシング＞＜ボクシング＞    

全日本ＵＪ王全日本ＵＪ王全日本ＵＪ王全日本ＵＪ王座決定戦座決定戦座決定戦座決定戦

青森市小・中学生有望選手強化練習会

藤田隼輔・鈴木生吹喜・鈴木

＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞＜ソフトテニス＞    

    東青中学校東青中学校東青中学校東青中学校    

今年の勇気づけられる話は

腰塚勇人さんのお話です。

腰塚勇人さんの５つの誓い

目は

人のよいところを
⾒るために使おう

左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに

未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット

全校規律委員長全校規律委員長全校規律委員長全校規律委員長                

    

座決定戦座決定戦座決定戦座決定戦    東北ブロック大会東北ブロック大会東北ブロック大会東北ブロック大会

青森市小・中学生有望選手強化練習会

藤田隼輔・鈴木生吹喜・鈴木 晃・鈴木奨也・小澤一樹

    ソフトテニス大会ソフトテニス大会ソフトテニス大会ソフトテニス大会

腰塚勇人さんの５つの誓い

腰塚勇人さんの５つの誓い
腰塚勇人さんの５つの誓い

左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに

未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット

                舘田舘田舘田舘田        

東北ブロック大会東北ブロック大会東北ブロック大会東北ブロック大会    

青森市小・中学生有望選手強化練習会 参加 

晃・鈴木奨也・小澤一樹

ソフトテニス大会ソフトテニス大会ソフトテニス大会ソフトテニス大会            男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス

腰塚勇人さんの５つの誓い

口は

人を励ます⾔葉や

感謝の⾔葉を⾔うために使おう
…

腰塚勇人さんの５つの誓い

手足は

人を助けるために
使おう…

左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに

未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット

        駿斗駿斗駿斗駿斗    

    中学生中学生中学生中学生 52525252 ㎏級㎏級㎏級㎏級

晃・鈴木奨也・小澤一樹   

男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス

腰塚勇人さんの５つの誓い

口は

人を励ます⾔葉や

感謝の⾔葉を⾔うために使おう

腰塚勇人さんの５つの誓い

手足は

人を助けるために
…

    

左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに左から２人目の生徒が木浪君、鹿内市長や成田教育長とともに    

未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット

 

青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君

（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。

「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年

がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体

験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発

表会が行われます。表会が行われます。表会が行われます。表会が行われます。

    

す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。

            

㎏級㎏級㎏級㎏級        第２位第２位第２位第２位

  佐々木雛穂・田村みなみ

男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス        第３位第３位第３位第３位        

腰塚勇人さんの５つの誓い

感謝の⾔葉を⾔うために使おう

腰塚勇人さんの５つの誓い

腰塚勇人さんの５つの誓い 腰塚勇人さんの５つの誓い

未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット

 長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に

青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君

（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。

「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年

がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体

験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発

表会が行われます。表会が行われます。表会が行われます。表会が行われます。

    本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で

す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。

            （写真は６月２９日（写真は６月２９日（写真は６月２９日（写真は６月２９日

第２位第２位第２位第２位            永倉永倉永倉永倉        

佐々木雛穂・田村みなみ

        相内相内相内相内    康誠康誠康誠康誠

腰塚勇人さんの５つの誓い

耳は

人の⾔葉を最後まで
聴いてあげるために使おう

腰塚勇人さんの５つの誓い

心は

人の痛みがわかるために
使おう…

未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット未来ミーティング（２０１６いじめのない未来づくり子どもサミット）参加）参加）参加）参加        

長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に

青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君

（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。

「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年

がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体

験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発

表会が行われます。表会が行われます。表会が行われます。表会が行われます。    

本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で

す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。

（写真は６月２９日（写真は６月２９日（写真は６月２９日（写真は６月２９日    

        諒諒諒諒    

佐々木雛穂・田村みなみ 

康誠康誠康誠康誠    

腰塚勇人さんの５つの誓い

耳は

人の⾔葉を最後まで
聴いてあげるために使おう

腰塚勇人さんの５つの誓い

心は

人の痛みがわかるために

    

        ８月２０日８月２０日８月２０日８月２０日

長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に
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（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。

「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年

がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体

験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発

本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で

す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。

    東奥日報から）東奥日報から）東奥日報から）東奥日報から）

    

腰塚勇人さんの５つの誓い

聴いてあげるために使おう…

    

腰塚勇人さんの５つの誓い

人の痛みがわかるために

    

８月２０日８月２０日８月２０日８月２０日    

長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に

青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君

（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。（３－３）が派遣されることになりました。    

「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年

がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体

験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発

本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で

す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。

東奥日報から）東奥日報から）東奥日報から）東奥日報から）    

長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に長崎市で８月に開かれる「青少年ピースフォーラム」に    

青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君青森市の「平和大使」として、生徒会副会長の木浪悠太君    

「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年「青少年ピースフォーラム」は全国の青少年と長崎の青少年

がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体がともに平和の尊さや被爆体験について学ぶもので、被爆体

験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発験者の講話や意見交換会に出席し、１０月には東中で体験発

本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で本校では油中祭において、体験を発表してもらう予定で

す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。す。青森市の代表として見聞を広めてきて欲しいものです。    



人間関係を円滑にする為に 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

「陰口は、一度に「陰口は、一度に「陰口は、一度に「陰口は、一度に 3333 人を傷つける」といわれます。人を傷つける」といわれます。人を傷つける」といわれます。人を傷つける」といわれます。    

「陰口を言われた人」「陰口を言われた人」「陰口を言われた人」「陰口を言われた人」    

    「陰口を聞いて、誰かに伝えた人」「陰口を聞いて、誰かに伝えた人」「陰口を聞いて、誰かに伝えた人」「陰口を聞いて、誰かに伝えた人」        

「陰口を言った人」です。「陰口を言った人」です。「陰口を言った人」です。「陰口を言った人」です。 

陰口を言われた人は被害者ですので最も傷つきます。陰口を言われた人は被害者ですので最も傷つきます。陰口を言われた人は被害者ですので最も傷つきます。陰口を言われた人は被害者ですので最も傷つきます。陰口、悪口、誹謗・中傷をする人は陰口、悪口、誹謗・中傷をする人は陰口、悪口、誹謗・中傷をする人は陰口、悪口、誹謗・中傷をする人は人の悪い面しか人の悪い面しか人の悪い面しか人の悪い面しか    

話題にできない人話題にできない人話題にできない人話題にできない人であり、であり、であり、であり、心が狭く、魅力のない人心が狭く、魅力のない人心が狭く、魅力のない人心が狭く、魅力のない人だと思われてしまいます。だと思われてしまいます。だと思われてしまいます。だと思われてしまいます。     

①①①①「私は、陰口を言っているのを聞くことが嫌です。何の解決にもなりません。そのようなときは、話題を変えた「私は、陰口を言っているのを聞くことが嫌です。何の解決にもなりません。そのようなときは、話題を変えた「私は、陰口を言っているのを聞くことが嫌です。何の解決にもなりません。そのようなときは、話題を変えた「私は、陰口を言っているのを聞くことが嫌です。何の解決にもなりません。そのようなときは、話題を変えた

り、笑いで場の雰囲気を明るく変えたりします。陰口はよい結果をもたらさないため、言わないようにしています」り、笑いで場の雰囲気を明るく変えたりします。陰口はよい結果をもたらさないため、言わないようにしています」り、笑いで場の雰囲気を明るく変えたりします。陰口はよい結果をもたらさないため、言わないようにしています」り、笑いで場の雰囲気を明るく変えたりします。陰口はよい結果をもたらさないため、言わないようにしています」    

この場合、いくら友達でも聞いた人は言った本人に対して嫌な気持ちになります。これが続くと友達とし

てどうかと考えてしまいます。これで陰口を言った人も傷つけます。 

    ②②②②「学校では、考え方の違いなどから、陰口を言ったり言われたりすることがあります。私は、自分の耳に入ら「学校では、考え方の違いなどから、陰口を言ったり言われたりすることがあります。私は、自分の耳に入ら「学校では、考え方の違いなどから、陰口を言ったり言われたりすることがあります。私は、自分の耳に入ら「学校では、考え方の違いなどから、陰口を言ったり言われたりすることがあります。私は、自分の耳に入ら

なければ気になりません。自分を律して周囲の人と円満な関係を気づこうと思いまなければ気になりません。自分を律して周囲の人と円満な関係を気づこうと思いまなければ気になりません。自分を律して周囲の人と円満な関係を気づこうと思いまなければ気になりません。自分を律して周囲の人と円満な関係を気づこうと思いますすすす」」」」                                                                

自分が正しければ、気にしないというのが一番ですが、おせっかいな人として 「陰口を聞いて、本人に

伝える人」がいます。 親切心や正義感ぶって伝えるのでしょうが、事を大きくするだけです。その場合

は一緒に解決をする覚悟をもってほしいと思います。 

③③③③「陰で言うのではなく、言うべき人に、言うべき場所で、事実を指摘す「陰で言うのではなく、言うべき人に、言うべき場所で、事実を指摘す「陰で言うのではなく、言うべき人に、言うべき場所で、事実を指摘す「陰で言うのではなく、言うべき人に、言うべき場所で、事実を指摘するようにしています。すると、陰口を言るようにしています。すると、陰口を言るようにしています。すると、陰口を言るようにしています。すると、陰口を言

う必要がなくなります。ただし、きつく言うのではなく、思いやりの心を持って伝えるようにしています」う必要がなくなります。ただし、きつく言うのではなく、思いやりの心を持って伝えるようにしています」う必要がなくなります。ただし、きつく言うのではなく、思いやりの心を持って伝えるようにしています」う必要がなくなります。ただし、きつく言うのではなく、思いやりの心を持って伝えるようにしています」       

友人や近所に住む人を悪く言うよりも、日頃頑張っていることや長所などを探して褒めるように心掛けれ

ば、自ずと陰口を言うことが減るし、人間関係も良くなります。楽しい学校生活を送るために実践してほ

しいと思います。 

                          （７月１２日 全校朝会校長講話より） 

    See you againSee you againSee you againSee you again    !!!!            

本校のＡＬＴとして勤務していたアンドリュー・ルートウィック先生本校のＡＬＴとして勤務していたアンドリュー・ルートウィック先生本校のＡＬＴとして勤務していたアンドリュー・ルートウィック先生本校のＡＬＴとして勤務していたアンドリュー・ルートウィック先生

が本人のご都合で、帰国することになりました。日本語も上手く、非常が本人のご都合で、帰国することになりました。日本語も上手く、非常が本人のご都合で、帰国することになりました。日本語も上手く、非常が本人のご都合で、帰国することになりました。日本語も上手く、非常

にフレンドリーな１９０㎝のナイスガイでしたが非常に残念です。にフレンドリーな１９０㎝のナイスガイでしたが非常に残念です。にフレンドリーな１９０㎝のナイスガイでしたが非常に残念です。にフレンドリーな１９０㎝のナイスガイでしたが非常に残念です。    

    学校だよりやねぶた、青森市の紹介動画、中体連の様子などの動画を学校だよりやねぶた、青森市の紹介動画、中体連の様子などの動画を学校だよりやねぶた、青森市の紹介動画、中体連の様子などの動画を学校だよりやねぶた、青森市の紹介動画、中体連の様子などの動画を    

プレゼントしました。また、どこかで逢えることを祈ります。へばな！！プレゼントしました。また、どこかで逢えることを祈ります。へばな！！プレゼントしました。また、どこかで逢えることを祈ります。へばな！！プレゼントしました。また、どこかで逢えることを祈ります。へばな！！    

陰口、悪口、「誹謗・中傷」の書き込みは陰口、悪口、「誹謗・中傷」の書き込みは陰口、悪口、「誹謗・中傷」の書き込みは陰口、悪口、「誹謗・中傷」の書き込みは

回って自分に返ってきます。回って自分に返ってきます。回って自分に返ってきます。回って自分に返ってきます。 

 

              ７月６日  ～  ９月１８日 

体育館体育館体育館体育館の屋根が長の屋根が長の屋根が長の屋根が長年の浜風で、錆びており年の浜風で、錆びており年の浜風で、錆びており年の浜風で、錆びており，雨漏りや景観の悪さが気になるために市教委に要望を出していた，雨漏りや景観の悪さが気になるために市教委に要望を出していた，雨漏りや景観の悪さが気になるために市教委に要望を出していた，雨漏りや景観の悪さが気になるために市教委に要望を出していた

ところ、この度補修工事をしていただくことになりました。工期は９月１８日までです。ところ、この度補修工事をしていただくことになりました。工期は９月１８日までです。ところ、この度補修工事をしていただくことになりました。工期は９月１８日までです。ところ、この度補修工事をしていただくことになりました。工期は９月１８日までです。    

プールのあった側のフェンスを外して、トラックや重機が校地に入るので、直接生徒には影響はありませんがプールのあった側のフェンスを外して、トラックや重機が校地に入るので、直接生徒には影響はありませんがプールのあった側のフェンスを外して、トラックや重機が校地に入るので、直接生徒には影響はありませんがプールのあった側のフェンスを外して、トラックや重機が校地に入るので、直接生徒には影響はありませんが    

体育館に足場が組まれ、全体が覆われます。体育や部活動で暑いときには窓は開けても良いそうです。今の屋根体育館に足場が組まれ、全体が覆われます。体育や部活動で暑いときには窓は開けても良いそうです。今の屋根体育館に足場が組まれ、全体が覆われます。体育や部活動で暑いときには窓は開けても良いそうです。今の屋根体育館に足場が組まれ、全体が覆われます。体育や部活動で暑いときには窓は開けても良いそうです。今の屋根

をトタンで覆う工法で行うそうです。通行に十分な注意をしましょう。をトタンで覆う工法で行うそうです。通行に十分な注意をしましょう。をトタンで覆う工法で行うそうです。通行に十分な注意をしましょう。をトタンで覆う工法で行うそうです。通行に十分な注意をしましょう。    

 



７月７月７月７月    

    １４日（木）１４日（木）１４日（木）１４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    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）    ３年懇談会３年懇談会３年懇談会３年懇談会    

    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    

    ２０日（水）２０日（水）２０日（水）２０日（水）    職員会議職員会議職員会議職員会議    ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日２２２２    

    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    

    ２３日（土）２３日（土）２３日（土）２３日（土）    東奥学園高校体験入学東奥学園高校体験入学東奥学園高校体験入学東奥学園高校体験入学    ①①①①    明の星高校説明会（特進コース）明の星高校説明会（特進コース）明の星高校説明会（特進コース）明の星高校説明会（特進コース）    

    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～）    

    ２５日（月）２５日（月）２５日（月）２５日（月）    ３年午前授３年午前授３年午前授３年午前授業①業①業①業①    １・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会        ３年三者面談３年三者面談３年三者面談３年三者面談        青森北高校体験入学青森北高校体験入学青森北高校体験入学青森北高校体験入学    

    ２６日（火）２６日（火）２６日（火）２６日（火）    ３年午前授業②３年午前授業②３年午前授業②３年午前授業②    １・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会        ３年三者面談３年三者面談３年三者面談３年三者面談        青森南高校体験入学青森南高校体験入学青森南高校体験入学青森南高校体験入学    青森工業高校体験入学青森工業高校体験入学青森工業高校体験入学青森工業高校体験入学        

    ２７日（水）２７日（水）２７日（水）２７日（水）    ３年午３年午３年午３年午前授業③前授業③前授業③前授業③    １・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会１・２年学習会    ３年三者面談３年三者面談３年三者面談３年三者面談        青森西高校・青森西高校・青森西高校・青森西高校・青森商業青森商業青森商業青森商業・黒石（看）・黒石（看）・黒石（看）・黒石（看）高校体験入学高校体験入学高校体験入学高校体験入学        

    ２８日（木）２８日（木）２８日（木）２８日（木）    ３年午前授業④３年午前授業④３年午前授業④３年午前授業④            ２年学習会２年学習会２年学習会２年学習会        ３年三者面談３年三者面談３年三者面談３年三者面談        青森中央高校体験入学青森中央高校体験入学青森中央高校体験入学青森中央高校体験入学        平和の日平和の日平和の日平和の日    

    ２９日（金）２９日（金）２９日（金）２９日（金）    ３年午前授業⑤３年午前授業⑤３年午前授業⑤３年午前授業⑤                                        ３年三者面談３年三者面談３年三者面談３年三者面談        青森高校学校説明会青森高校学校説明会青森高校学校説明会青森高校学校説明会    今別校舎体験入学今別校舎体験入学今別校舎体験入学今別校舎体験入学    

    ３０日（土）３０日（土）３０日（土）３０日（土）    東奥学園高校体験入学東奥学園高校体験入学東奥学園高校体験入学東奥学園高校体験入学    ②②②②    

    ３１日（日）３１日（日）３１日（日）３１日（日）    油川ねぶた合同運行油川ねぶた合同運行油川ねぶた合同運行油川ねぶた合同運行    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

８８８８月月月月    

        １日（月）１日（月）１日（月）１日（月）    青森明の星青森明の星青森明の星青森明の星高校オープンスクール高校オープンスクール高校オープンスクール高校オープンスクール    

        ３日（水）３日（水）３日（水）３日（水）    青森東高校体験入学青森東高校体験入学青森東高校体験入学青森東高校体験入学        受水槽点検作業受水槽点検作業受水槽点検作業受水槽点検作業    （午後断水）（午後断水）（午後断水）（午後断水）    

        ５日（金）５日（金）５日（金）５日（金）    浪岡高校体験入学浪岡高校体験入学浪岡高校体験入学浪岡高校体験入学    

    １７日（水）１７日（水）１７日（水）１７日（水）    ３年午前授業⑥３年午前授業⑥３年午前授業⑥３年午前授業⑥    １・２年出校日１・２年出校日１・２年出校日１・２年出校日    

    １８日（木）１８日（木）１８日（木）１８日（木）    ３年午前授業⑦３年午前授業⑦３年午前授業⑦３年午前授業⑦    １・２年出校日１・２年出校日１・２年出校日１・２年出校日    

    １９日（金）１９日（金）１９日（金）１９日（金）    油川ジャズフェスタ油川ジャズフェスタ油川ジャズフェスタ油川ジャズフェスタ    

    ２０日（土２０日（土２０日（土２０日（土））））    油川みんなの盆踊り油川みんなの盆踊り油川みんなの盆踊り油川みんなの盆踊り    聖愛高校体験入学聖愛高校体験入学聖愛高校体験入学聖愛高校体験入学    

    ２３日（火）２３日（火）２３日（火）２３日（火）    職員会議職員会議職員会議職員会議        漢字検定漢字検定漢字検定漢字検定        部活動中止～２５部活動中止～２５部活動中止～２５部活動中止～２５    

    ２４日（２４日（２４日（２４日（水）水）水）水）    ２学期始業式２学期始業式２学期始業式２学期始業式        ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日    

    ２５日（木）２５日（木）２５日（木）２５日（木）    避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

    ２６日（金）２６日（金）２６日（金）２６日（金）    １・２年整理テスト１・２年整理テスト１・２年整理テスト１・２年整理テスト        ３年模擬テスト②３年模擬テスト②３年模擬テスト②３年模擬テスト②        専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会    

    ３０日（火）３０日（火）３０日（火）３０日（火）    諸費納入日①諸費納入日①諸費納入日①諸費納入日①    

    ３１日（水）３１日（水）３１日（水）３１日（水）    諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②諸費納入日②        ２年学習状況調査２年学習状況調査２年学習状況調査２年学習状況調査        評議員会評議員会評議員会評議員会    

    

        

 

中体連県大会の結果は後日お知中体連県大会の結果は後日お知中体連県大会の結果は後日お知中体連県大会の結果は後日お知

らせします。新聞等を注目してくだらせします。新聞等を注目してくだらせします。新聞等を注目してくだらせします。新聞等を注目してくだ

さい。さい。さい。さい。    

    

速報は青森県中学校速報は青森県中学校速報は青森県中学校速報は青森県中学校体育連盟ＨＰ体育連盟ＨＰ体育連盟ＨＰ体育連盟ＨＰ    

                            陸上競技連盟ＨＰ陸上競技連盟ＨＰ陸上競技連盟ＨＰ陸上競技連盟ＨＰ    

                            水泳競技連盟ＨＰ水泳競技連盟ＨＰ水泳競技連盟ＨＰ水泳競技連盟ＨＰ    

        などを参考にしてくださいなどを参考にしてくださいなどを参考にしてくださいなどを参考にしてください    

第６７回第６７回第６７回第６７回    青森県中学校体育大会夏季大会青森県中学校体育大会夏季大会青森県中学校体育大会夏季大会青森県中学校体育大会夏季大会    

平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年    ７月１６日（土）７月１６日（土）７月１６日（土）７月１６日（土）    開会式開会式開会式開会式        １５：００～１５：００～１５：００～１５：００～    弘前市運動公園陸上競技場弘前市運動公園陸上競技場弘前市運動公園陸上競技場弘前市運動公園陸上競技場    

                                                                                                                        （野球部のみ参加）（野球部のみ参加）（野球部のみ参加）（野球部のみ参加）    

    

        ７月１７日（日）７月１７日（日）７月１７日（日）７月１７日（日）    野球野球野球野球    岩木山総合運動公園野球場岩木山総合運動公園野球場岩木山総合運動公園野球場岩木山総合運動公園野球場    ９：００９：００９：００９：００            対対対対    大間中大間中大間中大間中        

                                                                                                第２試合終了後１時間後第２試合終了後１時間後第２試合終了後１時間後第２試合終了後１時間後    対対対対    弘前二中・三本木中勝者弘前二中・三本木中勝者弘前二中・三本木中勝者弘前二中・三本木中勝者    

    

                卓球卓球卓球卓球    八戸市体育館八戸市体育館八戸市体育館八戸市体育館    ９：００９：００９：００９：００    団体戦準決勝まで（男子団体戦準決勝まで（男子団体戦準決勝まで（男子団体戦準決勝まで（男子・女子・女子・女子・女子団体出場）団体出場）団体出場）団体出場）    

                陸上陸上陸上陸上    青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）    １２：４０男子４００ｍ予選（金澤）１２：４０男子４００ｍ予選（金澤）１２：４０男子４００ｍ予選（金澤）１２：４０男子４００ｍ予選（金澤）    

                柔道柔道柔道柔道    三沢市武道館三沢市武道館三沢市武道館三沢市武道館    １０：３０試合開始１０：３０試合開始１０：３０試合開始１０：３０試合開始    個人戦ベスト１６まで（松村・外川・工藤・藤本）個人戦ベスト１６まで（松村・外川・工藤・藤本）個人戦ベスト１６まで（松村・外川・工藤・藤本）個人戦ベスト１６まで（松村・外川・工藤・藤本）    

                水泳水泳水泳水泳    青森県総合運動公園プール（青森市）青森県総合運動公園プール（青森市）青森県総合運動公園プール（青森市）青森県総合運動公園プール（青森市）    １０時試合開始１０時試合開始１０時試合開始１０時試合開始    

（（（（櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）    

                

７月１８日（月・海の日）７月１８日（月・海の日）７月１８日（月・海の日）７月１８日（月・海の日）    

                

        野球野球野球野球    岩木山総合運動公園野球場岩木山総合運動公園野球場岩木山総合運動公園野球場岩木山総合運動公園野球場        ９：００９：００９：００９：００                                                        準決勝準決勝準決勝準決勝    

                                                                            第２試合終了後１時間後第２試合終了後１時間後第２試合終了後１時間後第２試合終了後１時間後                                決勝決勝決勝決勝    

                卓球卓球卓球卓球    八八八八戸市体育館戸市体育館戸市体育館戸市体育館    ９：００９：００９：００９：００        男子団体戦男子団体戦男子団体戦男子団体戦    決勝決勝決勝決勝    3333・４位決定戦・４位決定戦・４位決定戦・４位決定戦        男女個人戦男女個人戦男女個人戦男女個人戦    

                                                                                （小澤（小澤（小澤（小澤    藤田藤田藤田藤田    鈴木奨鈴木奨鈴木奨鈴木奨    鈴木晃鈴木晃鈴木晃鈴木晃    鈴木生鈴木生鈴木生鈴木生    田村田村田村田村））））    

                陸上陸上陸上陸上    青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）青森県総合運動公園陸上競技場（青森市）    走幅跳決勝走幅跳決勝走幅跳決勝走幅跳決勝    ９：３０９：３０９：３０９：３０    （浅野）（浅野）（浅野）（浅野）    

                柔道柔道柔道柔道    三沢市武道館三沢市武道館三沢市武道館三沢市武道館    試合開始試合開始試合開始試合開始        ９：３０９：３０９：３０９：３０        個人戦（ベスト１６以上）個人戦（ベスト１６以上）個人戦（ベスト１６以上）個人戦（ベスト１６以上）    

                水泳水泳水泳水泳    青森県総合運動公園プール（青森市）青森県総合運動公園プール（青森市）青森県総合運動公園プール（青森市）青森県総合運動公園プール（青森市）    ９時３０分９時３０分９時３０分９時３０分    試合開始試合開始試合開始試合開始    

（（（（櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）櫻田、舘田、赤坂直、工藤柊斗、工藤亜瑠、赤坂実）    

    



 


