
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木奨也（３）鈴木奨也（３）鈴木奨也（３）鈴木奨也（３）    大科悠生（３）大科悠生（３）大科悠生（３）大科悠生（３）    小澤一樹（３）小澤一樹（３）小澤一樹（３）小澤一樹（３）    小田桐大輔（３）三浦史寛（３）小田桐大輔（３）三浦史寛（３）小田桐大輔（３）三浦史寛（３）小田桐大輔（３）三浦史寛（３）        藤田隼輔（２）鈴木生吹喜（１）鈴木藤田隼輔（２）鈴木生吹喜（１）鈴木藤田隼輔（２）鈴木生吹喜（１）鈴木藤田隼輔（２）鈴木生吹喜（１）鈴木    晃（１）晃（１）晃（１）晃（１）    

 

 

 

 

 

 

女子４００ｍ  個人メドレー   赤坂実祐    ５分２２秒０９   第１１位  予選敗退 

女子２００ｍ  個人メドレー  赤坂実祐   ２分３４秒６３  第１５位  予選敗退 

男子２００ｍ  平泳ぎ     工藤柊斗   ２分３７秒９９  第２４位  予選敗退 

男子２００ｍ  バタフライ   赤坂直柾   ２分３２秒６８  第３３位  予選敗退 

男子４００ｍメドレーリレー（舘田駿斗 工藤柊斗 赤坂直柾 櫻田千馬）４分４５秒６７ 第３１位 予選敗退 

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６号   

平成２８年  ８月 ２９日 

男子１８３名  女子１６２名 

計３４５名 

〒038-0058  

青森市大字羽白字沢田４７１ 

担当：校長 岩田 靖 

 

        男子団体予選リーグ男子団体予選リーグ男子団体予選リーグ男子団体予選リーグ    

    対対対対    三本木中三本木中三本木中三本木中    （宮城）（宮城）（宮城）（宮城）        ３－２３－２３－２３－２    勝利勝利勝利勝利    

    対対対対    河北中河北中河北中河北中        （山形）（山形）（山形）（山形）        ３－１３－１３－１３－１    勝利勝利勝利勝利    

    対対対対    石鳥谷中石鳥谷中石鳥谷中石鳥谷中    （岩手）（岩手）（岩手）（岩手）        ３－２３－２３－２３－２    勝利勝利勝利勝利    

    対対対対    中島中中島中中島中中島中        （福島）（福島）（福島）（福島）        ３－１３－１３－１３－１    勝利勝利勝利勝利    

予選リーグは４戦全勝という素晴らしい成績で決勝トーナメント進出予選リーグは４戦全勝という素晴らしい成績で決勝トーナメント進出予選リーグは４戦全勝という素晴らしい成績で決勝トーナメント進出予選リーグは４戦全勝という素晴らしい成績で決勝トーナメント進出    

        決勝トーナメント１回戦決勝トーナメント１回戦決勝トーナメント１回戦決勝トーナメント１回戦        対対対対    神代中（秋田）神代中（秋田）神代中（秋田）神代中（秋田）    ３－２３－２３－２３－２    勝利勝利勝利勝利    

        準決勝準決勝準決勝準決勝                                        対対対対    鶴岡第二中（山形）０－３鶴岡第二中（山形）０－３鶴岡第二中（山形）０－３鶴岡第二中（山形）０－３    惜敗惜敗惜敗惜敗    

                ランク決定戦ランク決定戦ランク決定戦ランク決定戦                        対対対対    郡山第二中（福島）０－３郡山第二中（福島）０－３郡山第二中（福島）０－３郡山第二中（福島）０－３    惜敗惜敗惜敗惜敗    

※ ベスト４進出ということでベスト４進出ということでベスト４進出ということでベスト４進出ということで    

８月２２日から富山県で行われた全国大会に出場してきました。８月２２日から富山県で行われた全国大会に出場してきました。８月２２日から富山県で行われた全国大会に出場してきました。８月２２日から富山県で行われた全国大会に出場してきました。    

８人全員がシングルスまたはダブルスに出場したものの８人全員がシングルスまたはダブルスに出場したものの８人全員がシングルスまたはダブルスに出場したものの８人全員がシングルスまたはダブルスに出場したものの    

対対対対    武生第二中（福井）武生第二中（福井）武生第二中（福井）武生第二中（福井）    ０－５０－５０－５０－５                

対対対対    日進中日進中日進中日進中        （埼玉）（埼玉）（埼玉）（埼玉）    ０－５０－５０－５０－５    という結果に終わりましたという結果に終わりましたという結果に終わりましたという結果に終わりました    

全国の壁は厚いということを改めて全国の壁は厚いということを改めて全国の壁は厚いということを改めて全国の壁は厚いということを改めて知ったと校長室で報告してくれ知ったと校長室で報告してくれ知ったと校長室で報告してくれ知ったと校長室で報告してくれ    

    ました。来年以降も期待できます。ました。来年以降も期待できます。ました。来年以降も期待できます。ました。来年以降も期待できます。    



     

第７回東青陸上競技選手権大会

 男子

 男子

第１７回

  都道府県対抗都道府県対抗都道府県対抗都道府県対抗

                

  中学校

     

  中学

  中学

 

平成２８年度

  ２回戦

平成２８年度

  １回戦

  ２回戦

 

第２７回

  ２回戦

市内 

  ＜男子＞

 ＜女子＞

       

       

 第４９回

  女子個人

 

バスケットボール

 ＜男子＞

＜女子＞

            

第４３回

 ４×１００ｍリレー

 ４×１００ｍメドレーリレー

 ３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ

 ３年男子１００ｍ自由形

    ３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ

    ３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形

    １年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ

 １年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形

 １年男子２００ｍ個人メドレー

 １年男子４００ｍ自由形

 １年男子総合１年男子総合１年男子総合１年男子総合

第５１回

    男子２００ｍ男子２００ｍ男子２００ｍ男子２００ｍ

    男子１００ｍ男子１００ｍ男子１００ｍ男子１００ｍ

    男子４００ｍ男子４００ｍ男子４００ｍ男子４００ｍ

バドミントン

 決勝トーナメント

      

第７回東青陸上競技選手権大会

男子 中学校 砲丸投

男子 中学２年１００ｍ

第１７回 松涛連盟全国空手道選手権大会

都道府県対抗都道府県対抗都道府県対抗都道府県対抗    団体組手団体組手団体組手団体組手

                蝦名蝦名蝦名蝦名    優吏（２年）優吏（２年）優吏（２年）優吏（２年）

中学校 ２年 男子

     〃   男子

中学  ２年 女子

中学  ３年 男子

平成２８年度 第１９回

２回戦  対 青森西中

平成２８年度 第２９回

１回戦  対 小湊中

２回戦  対 新城中

第２７回 青森市夏季中学生サッカー選手権大会

２回戦 対 筒井中

 バレーボール強化練習会

＜男子＞ 予選グループ戦

対  

対  

決勝トーナメント１回戦

                       

＜女子＞ 予選グループ戦

       対  

       対  

強化トーナメント

                       

第４９回 東青中学校

女子個人 第３位第３位第３位第３位

バスケットボール 

＜男子＞  Ｄブロック

＜女子＞  Ｄブロック

            

第４３回 青森県中学校学年別水泳競技大会

４×１００ｍリレー

４×１００ｍメドレーリレー

３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ

３年男子１００ｍ自由形

３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ

３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形

１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ

１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形

１年男子２００ｍ個人メドレー

１年男子４００ｍ自由形

１年男子総合１年男子総合１年男子総合１年男子総合                                    

第５１回 青森市内中学校新人水泳競技大会

男子２００ｍ男子２００ｍ男子２００ｍ男子２００ｍ    バタフライバタフライバタフライバタフライ

男子１００ｍ男子１００ｍ男子１００ｍ男子１００ｍ    バタフライバタフライバタフライバタフライ

男子４００ｍ男子４００ｍ男子４００ｍ男子４００ｍ    自由形自由形自由形自由形

バドミントン 市夏季強化練習会団体戦

決勝トーナメント

第７回東青陸上競技選手権大会  

砲丸投  ８ｍ５２

中学２年１００ｍ １２秒７２

涛連盟全国空手道選手権大会

団体組手団体組手団体組手団体組手        優勝優勝優勝優勝

優吏（２年）優吏（２年）優吏（２年）優吏（２年）    工藤工藤工藤工藤

男子 型・組手

男子   組手

女子   組手

男子 型・組手

第１９回 イシダカップ（

青森西中  １―３

第２９回 東青地区少年軟式野球大会

小湊中   ６－１

新城中   ２－３

青森市夏季中学生サッカー選手権大会

筒井中  １－４

バレーボール強化練習会 

予選グループ戦 （１セットマッチ）

  荒川中 ２１－２５

  三内中 ２５－１７

決勝トーナメント１回戦

                       

予選グループ戦 （１セットマッチ）

  三内中 ２０－２５惜敗

  浪岡中 １４－２５惜敗

強化トーナメント       

                       

東青中学校 ソフトテニス大会

第３位第３位第３位第３位        大川菜々子大川菜々子大川菜々子大川菜々子

 サマーリーグ

Ｄブロック    

Ｄブロック    

               

青森県中学校学年別水泳競技大会

４×１００ｍリレー     

４×１００ｍメドレーリレー  

３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ３年男子１００ｍ平泳ぎ          

３年男子１００ｍ自由形    

３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ３年女子１００ｍバタフライ        

３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形３年女子４００ｍ自由形                

１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ１年男子１００ｍ背泳ぎ                

１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形１年男子１００ｍ自由形                

１年男子２００ｍ個人メドレー

１年男子４００ｍ自由形    

                                    

青森市内中学校新人水泳競技大会

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

バタフライバタフライバタフライバタフライ    第３位第３位第３位第３位

自由形自由形自由形自由形            第３位第３位第３位第３位

市夏季強化練習会団体戦

決勝トーナメント 対造道中 

 

８ｍ５２  第２位第２位第２位第２位            

１２秒７２ 第８位   

涛連盟全国空手道選手権大会 

優勝優勝優勝優勝    

工藤工藤工藤工藤    潤哉（３年）潤哉（３年）潤哉（３年）潤哉（３年）

型・組手  敢闘賞（ベスト８）

組手  敢闘賞（ベスト８）

組手  べスト １６

型・組手  ベスト １６

イシダカップ（ 青森市新人少年軟式野球大会）

１―３ 惜敗 

東青地区少年軟式野球大会

６－１ 勝利 

２－３ 惜敗 

青森市夏季中学生サッカー選手権大会 

１－４ 惜敗  

（１セットマッチ）

２１－２５ 惜敗

２５－１７ 勝利

決勝トーナメント１回戦    対

                       

（１セットマッチ）

２０－２５惜敗   

１４－２５惜敗       

       対

                       

ソフトテニス大会  

大川菜々子大川菜々子大川菜々子大川菜々子        厚海れん厚海れん厚海れん厚海れん

サマーリーグ 

 対 浪岡中 ２７－８５

 対  南中 ３５－５５

  対  佃中 ４４－１９

青森県中学校学年別水泳競技大会 

  第６位  （工藤柊斗

  第６位  （工藤亜瑠

  第２位第２位第２位第２位        １分１０秒７０１分１０秒７０１分１０秒７０１分１０秒７０

   第４位    

        第２位第２位第２位第２位        １分１０秒６２１分１０秒６２１分１０秒６２１分１０秒６２

                第２位第２位第２位第２位        ４分５２秒９３４分５２秒９３４分５２秒９３４分５２秒９３

                第１位第１位第１位第１位        １分１１秒９２１分１１秒９２１分１１秒９２１分１１秒９２

                第３位第３位第３位第３位        １分１分１分１分

１年男子２００ｍ個人メドレー 第４位  ２分５３秒３５

    第４位  ５分２２秒０９

                                    第２位第２位第２位第２位        油川中学校油川中学校油川中学校油川中学校

青森市内中学校新人水泳競技大会 

第２位第２位第２位第２位        ２分２９秒９３２分２９秒９３２分２９秒９３２分２９秒９３

第３位第３位第３位第３位        １分０７秒２０１分０７秒２０１分０７秒２０１分０７秒２０

第３位第３位第３位第３位        ５分１４秒４８５分１４秒４８５分１４秒４８５分１４秒４８

市夏季強化練習会団体戦  Ａブロック

 ０－２ 惜敗  

            山口山口山口山口    太洋太洋太洋太洋

   竹内 大斗

潤哉（３年）潤哉（３年）潤哉（３年）潤哉（３年）    

（ベスト８）  坂本

敢闘賞（ベスト８）  茂木

１６     蝦名

１６     工藤

青森市新人少年軟式野球大会）

東青地区少年軟式野球大会 

 

（１セットマッチ）  

惜敗   対 古川中

勝利      得失点差得失点差得失点差得失点差

対  南中学校 

                       

（１セットマッチ）  

   対造道 ２５－２２勝利

       ４位で

対  南中学校  

                       

厚海れん厚海れん厚海れん厚海れん      男子個人

 ２７－８５ 惜敗

 ３５－５５ 惜敗

 ４４－１９ 勝利

（工藤柊斗 櫻田千馬

（工藤亜瑠 赤坂直柾

１分１０秒７０１分１０秒７０１分１０秒７０１分１０秒７０

    ５７秒５０ 

１分１０秒６２１分１０秒６２１分１０秒６２１分１０秒６２

４分５２秒９３４分５２秒９３４分５２秒９３４分５２秒９３

１分１１秒９２１分１１秒９２１分１１秒９２１分１１秒９２

１分１分１分１分    １秒６６１秒６６１秒６６１秒６６

２分５３秒３５ 

５分２２秒０９ 

油川中学校油川中学校油川中学校油川中学校    

２分２９秒９３２分２９秒９３２分２９秒９３２分２９秒９３        

１分０７秒２０１分０７秒２０１分０７秒２０１分０７秒２０        

５分１４秒４８５分１４秒４８５分１４秒４８５分１４秒４８        

Ａブロック   ２位

      ３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦

 

太洋太洋太洋太洋（２年）（２年）（２年）（２年） 

大斗（２年） 

坂本 尚郁  

茂木 悠真 

蝦名 優吏 

工藤 潤哉 

青森市新人少年軟式野球大会） 

古川中 ２１－２５

得失点差得失点差得失点差得失点差２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ

 １２－２５ 

                       ２３－２５  

２５－２２勝利

４位で 強化トーナメントへ

  ８－２５ 

                       ２１－２５  

男子個人 第５位 成田

惜敗  対 沖館中

惜敗  対 甲田中

勝利  対 戸山中

櫻田千馬 赤坂直柾

赤坂直柾 工藤柊斗

１分１０秒７０１分１０秒７０１分１０秒７０１分１０秒７０    工藤柊斗工藤柊斗工藤柊斗工藤柊斗    

 工藤柊斗 

１分１０秒６２１分１０秒６２１分１０秒６２１分１０秒６２    赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐    

４分５２秒９３４分５２秒９３４分５２秒９３４分５２秒９３    赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐赤坂実祐    

１分１１秒９２１分１１秒９２１分１１秒９２１分１１秒９２    赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾    

１秒６６１秒６６１秒６６１秒６６    赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾    

 工藤亜瑠 

 工藤亜瑠 

        赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾    

        赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾赤坂直柾    

        工藤亜瑠工藤亜瑠工藤亜瑠工藤亜瑠    

２位 （４勝１敗）

３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦    対対対対    浪岡中２－１浪岡中２－１浪岡中２－１浪岡中２－１

   

２１－２５ 惜敗 

２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ

  

  で惜敗  

２５－２２勝利  対 横内 

強化トーナメントへ 

  

  で惜敗  

成田 蓮音  秋田

沖館中 ５１－４０

甲田中 ４２－３６

戸山中 ３９－３３

赤坂直柾 工藤亜瑠）

工藤柊斗 櫻田千馬）

（４勝１敗） 

浪岡中２－１浪岡中２－１浪岡中２－１浪岡中２－１    勝利勝利勝利勝利    

２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ２位で決勝トーナメントへ 

 １２－２５惜敗

 

秋田  晟 

５１－４０ 勝利 ２位

４２－３６ 勝利 

９－３３ 勝利 ２位

工藤亜瑠） 

櫻田千馬） 

    

 

１２－２５惜敗 

２位 

２位 



    

 

 

 

 

 

８月４日８月４日８月４日８月４日青森市中文連生徒会奉仕活動部会の夏季研修会が青森市中文連生徒会奉仕活動部会の夏季研修会が青森市中文連生徒会奉仕活動部会の夏季研修会が青森市中文連生徒会奉仕活動部会の夏季研修会がリンクステーション青森で開催されました。今年も企画リンクステーション青森で開催されました。今年も企画リンクステーション青森で開催されました。今年も企画リンクステーション青森で開催されました。今年も企画    

運営を本校の生徒会が担当し、全体の開閉会式運営を本校の生徒会が担当し、全体の開閉会式運営を本校の生徒会が担当し、全体の開閉会式運営を本校の生徒会が担当し、全体の開閉会式の進行やの進行やの進行やの進行や各校生徒会役員を集めたグループ討議では話し合いの中心各校生徒会役員を集めたグループ討議では話し合いの中心各校生徒会役員を集めたグループ討議では話し合いの中心各校生徒会役員を集めたグループ討議では話し合いの中心

  

 

    

    ８月８・８月８・８月８・８月８・９日９日９日９日、青森市平和大使として長崎市を訪問し、青森市平和大使として長崎市を訪問し、青森市平和大使として長崎市を訪問し、青森市平和大使として長崎市を訪問し    

「青少年ピースフォーラム「青少年ピースフォーラム「青少年ピースフォーラム「青少年ピースフォーラム」に参加、平和祈念式典への」に参加、平和祈念式典への」に参加、平和祈念式典への」に参加、平和祈念式典への    

出席の他、爆心地に近い浦上天主堂を訪ねたり、被爆の出席の他、爆心地に近い浦上天主堂を訪ねたり、被爆の出席の他、爆心地に近い浦上天主堂を訪ねたり、被爆の出席の他、爆心地に近い浦上天主堂を訪ねたり、被爆の

語り部から体験談を聞いてきました。語り部から体験談を聞いてきました。語り部から体験談を聞いてきました。語り部から体験談を聞いてきました。    

    木浪君は将来「外国と日本をつなぐ仕事」がしたいと木浪君は将来「外国と日本をつなぐ仕事」がしたいと木浪君は将来「外国と日本をつなぐ仕事」がしたいと木浪君は将来「外国と日本をつなぐ仕事」がしたいと

考えており、「外国とのやりとりがうまくいっていれば考えており、「外国とのやりとりがうまくいっていれば考えており、「外国とのやりとりがうまくいっていれば考えており、「外国とのやりとりがうまくいっていれば    

戦争は避けられたと思う。もっと色々な人の考えを知り戦争は避けられたと思う。もっと色々な人の考えを知り戦争は避けられたと思う。もっと色々な人の考えを知り戦争は避けられたと思う。もっと色々な人の考えを知り

たい」と新聞社の取材に答えています。たい」と新聞社の取材に答えています。たい」と新聞社の取材に答えています。たい」と新聞社の取材に答えています。    

                    （写真は朝日新聞の記事から）（写真は朝日新聞の記事から）（写真は朝日新聞の記事から）（写真は朝日新聞の記事から）    

 

アンドリューアンドリューアンドリューアンドリュー先生の後任として、新しく赴任した先生の後任として、新しく赴任した先生の後任として、新しく赴任した先生の後任として、新しく赴任した 

ドルフィンドルフィンドルフィンドルフィン・・・・ジョシュアジョシュアジョシュアジョシュア    先生です。ドルフィンということから先生です。ドルフィンということから先生です。ドルフィンということから先生です。ドルフィンということから    

「いるか」先「いるか」先「いるか」先「いるか」先生と覚えてください。生と覚えてください。生と覚えてください。生と覚えてください。    

アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国        ミシガン州出身ミシガン州出身ミシガン州出身ミシガン州出身    

五大湖五大湖五大湖五大湖の近くでの近くでの近くでの近くで自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業    

発祥の地発祥の地発祥の地発祥の地のデトロイトという都市もありのデトロイトという都市もありのデトロイトという都市もありのデトロイトという都市もあり    

歌手のマドンナやマイケルムーア歌手のマドンナやマイケルムーア歌手のマドンナやマイケルムーア歌手のマドンナやマイケルムーア    

映画監督がミシガン州出身です。映画監督がミシガン州出身です。映画監督がミシガン州出身です。映画監督がミシガン州出身です。    

日本日本日本日本のののの滋賀県への滋賀県への滋賀県への滋賀県への留学経験もあり、日本語ペラペラの先生です。留学経験もあり、日本語ペラペラの先生です。留学経験もあり、日本語ペラペラの先生です。留学経験もあり、日本語ペラペラの先生です。    



的役割を的役割を的役割を的役割を果たしました。果たしました。果たしました。果たしました。    

 

    油川中選抜合唱団油川中選抜合唱団油川中選抜合唱団油川中選抜合唱団        毎年の恒例毎年の恒例毎年の恒例毎年の恒例行事行事行事行事「油川ジャスフェステバル」への参加です。この後、中文連音楽発表会「油川ジャスフェステバル」への参加です。この後、中文連音楽発表会「油川ジャスフェステバル」への参加です。この後、中文連音楽発表会「油川ジャスフェステバル」への参加です。この後、中文連音楽発表会    

油中祭など、校内外の行事で鍛えられた歌声を披露します。油中祭など、校内外の行事で鍛えられた歌声を披露します。油中祭など、校内外の行事で鍛えられた歌声を披露します。油中祭など、校内外の行事で鍛えられた歌声を披露します。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月２０日 市教委主催 平成２８年度 未来ミーティング 

「いじめのない未来づくり」に本校を代表して、規律委員長の

舘田 駿斗君が出席しました。グループ討議を終え、中央で

模造紙に書き込みをしているのが舘田君です。 

３０度以上の気温の中、体育館の屋根の工事が進められています。３０度以上の気温の中、体育館の屋根の工事が進められています。３０度以上の気温の中、体育館の屋根の工事が進められています。３０度以上の気温の中、体育館の屋根の工事が進められています。    

体育館天井の落下物防止ネットを張ったり、粉末状の物が体育館天井の落下物防止ネットを張ったり、粉末状の物が体育館天井の落下物防止ネットを張ったり、粉末状の物が体育館天井の落下物防止ネットを張ったり、粉末状の物が落ちるので落ちるので落ちるので落ちるので    

体育館の中を掃除してくれたりと、非常にありがたいです。体育館の中を掃除してくれたりと、非常にありがたいです。体育館の中を掃除してくれたりと、非常にありがたいです。体育館の中を掃除してくれたりと、非常にありがたいです。    

    ９月中旬には完成予定です。９月中旬には完成予定です。９月中旬には完成予定です。９月中旬には完成予定です。    

８月２６日、８月２６日、８月２６日、８月２６日、ふれあい農園で行われたうどん打ち体験にドルフィン先生も参加してもらいました。ふれあい農園で行われたうどん打ち体験にドルフィン先生も参加してもらいました。ふれあい農園で行われたうどん打ち体験にドルフィン先生も参加してもらいました。ふれあい農園で行われたうどん打ち体験にドルフィン先生も参加してもらいました。

太さは太さは太さは太さは    バラバラでしたが、茹であがったうどんは輝いており、非常においしかったです！！バラバラでしたが、茹であがったうどんは輝いており、非常においしかったです！！バラバラでしたが、茹であがったうどんは輝いており、非常においしかったです！！バラバラでしたが、茹であがったうどんは輝いており、非常においしかったです！！    



 

 

第１学年 職場訪問 

 セブール  創作菓子キタッコ  ふくやま菓子店  トマトハウス  ローソン青森羽白店  

 サンクス青森油川店  名古屋商店（モンマート） ミニストップ油川岡田店   

 櫛引工務店   ミツオ電設  今村美容室  サチコ美容院  大昭石油   ＪＦ油川漁港 

 まちだ内科クリニック  アーチ調剤薬局   滝沢歯科  青照苑  青森銀行油川支店  油川郵便局 

 警察学校  中央消防署油川分署  消防学校  埋蔵文化財調査センター  浄満寺  油川小学校 

 西田沢小学校  油川幼稚園  西田沢保育園  野木和保育園  愛心保育園  （以上３１事業所） 

 第２学年 職場体験 

   青森警察署  陸上自衛隊青森駐屯地  青森海上保安部  青森税務署  青い森鉄道  青森ガス 

   青森テレビ  青森県立中央病院  あおもり協立病院  あっぷる獣医科医院  青森調剤薬局 

   すぎのこ幼稚園  青森幼稚園  青森大谷幼稚園  滝内保育園  青森西幼稚園  

   サニーライフ篠田 赤ちゃん本舗青森サンロード店  サンデー青森店  ヤマダ電機青森三好店     

鉄工房アール  カブセンター青森西店  ステーキ宮青森店  びっくりドンキー青森西  一八寿司  

   スターバックスラビナ店  青森トヨタ西店  青森マツダ自動車    （以上２８事業所） 

 

 

              

    

私は私は私は私はこの夏休み前に国語の力をつけようと目標を立てました。それは中間テストの国語の結果が散々だったからこの夏休み前に国語の力をつけようと目標を立てました。それは中間テストの国語の結果が散々だったからこの夏休み前に国語の力をつけようと目標を立てました。それは中間テストの国語の結果が散々だったからこの夏休み前に国語の力をつけようと目標を立てました。それは中間テストの国語の結果が散々だったから

です。夏休みに入り、少ししてから学習会や部活動でです。夏休みに入り、少ししてから学習会や部活動でです。夏休みに入り、少ししてから学習会や部活動でです。夏休みに入り、少ししてから学習会や部活動での宿題点検もあり、夏休みの終わる１０日ほど前に宿題を終の宿題点検もあり、夏休みの終わる１０日ほど前に宿題を終の宿題点検もあり、夏休みの終わる１０日ほど前に宿題を終の宿題点検もあり、夏休みの終わる１０日ほど前に宿題を終

わらせることわらせることわらせることわらせることができました。そして国語の勉強に力を入れることができました。しかし、夏休みは勉強だけではなができました。そして国語の勉強に力を入れることができました。しかし、夏休みは勉強だけではなができました。そして国語の勉強に力を入れることができました。しかし、夏休みは勉強だけではなができました。そして国語の勉強に力を入れることができました。しかし、夏休みは勉強だけではな

く、部活もあったためく、部活もあったためく、部活もあったためく、部活もあったため両立することが難しかったです。両立することが難しかったです。両立することが難しかったです。両立することが難しかったです。バスケットバスケットバスケットバスケットサマーリーグ優勝という目標を立て、暑さにもサマーリーグ優勝という目標を立て、暑さにもサマーリーグ優勝という目標を立て、暑さにもサマーリーグ優勝という目標を立て、暑さにも

耐えながら頑張りました。耐えながら頑張りました。耐えながら頑張りました。耐えながら頑張りました。しかし、声を出さないなどの原因で叱られてしまうこともありました。しかし、声を出さないなどの原因で叱られてしまうこともありました。しかし、声を出さないなどの原因で叱られてしまうこともありました。しかし、声を出さないなどの原因で叱られてしまうこともありました。それでも次は叱それでも次は叱それでも次は叱それでも次は叱

られないられないられないられないようにではなく、チームの目標達成のためにと自分の限界をようにではなく、チームの目標達成のためにと自分の限界をようにではなく、チームの目標達成のためにと自分の限界をようにではなく、チームの目標達成のためにと自分の限界を超えられるよう超えられるよう超えられるよう超えられるよう取り組んでいきました。取り組んでいきました。取り組んでいきました。取り組んでいきました。    

サマーリーグの結果は２位で目標としていた優勝はできませんでしたが、これからは「ベスト４リベンジ」といサマーリーグの結果は２位で目標としていた優勝はできませんでしたが、これからは「ベスト４リベンジ」といサマーリーグの結果は２位で目標としていた優勝はできませんでしたが、これからは「ベスト４リベンジ」といサマーリーグの結果は２位で目標としていた優勝はできませんでしたが、これからは「ベスト４リベンジ」とい

う目標を常に意識して練習していきたいです。う目標を常に意識して練習していきたいです。う目標を常に意識して練習していきたいです。う目標を常に意識して練習していきたいです。    

そんな夏休みを通して、私は何事も目標を立てて進めていくことが大事だと学びました。目標を立てることで目そんな夏休みを通して、私は何事も目標を立てて進めていくことが大事だと学びました。目標を立てることで目そんな夏休みを通して、私は何事も目標を立てて進めていくことが大事だと学びました。目標を立てることで目そんな夏休みを通して、私は何事も目標を立てて進めていくことが大事だと学びました。目標を立てることで目

標に向かって頑張ることができると実感しました。標に向かって頑張ることができると実感しました。標に向かって頑張ることができると実感しました。標に向かって頑張ることができると実感しました。夏休みの勉強と部活動の両立ができなかった反省を生かし、２夏休みの勉強と部活動の両立ができなかった反省を生かし、２夏休みの勉強と部活動の両立ができなかった反省を生かし、２夏休みの勉強と部活動の両立ができなかった反省を生かし、２

学期は部活と勉強の両立を目標にします。勉強では整理テストや定期テストの国語学期は部活と勉強の両立を目標にします。勉強では整理テストや定期テストの国語学期は部活と勉強の両立を目標にします。勉強では整理テストや定期テストの国語学期は部活と勉強の両立を目標にします。勉強では整理テストや定期テストの国語を、部活では「ベスト４リベンを、部活では「ベスト４リベンを、部活では「ベスト４リベンを、部活では「ベスト４リベン

ジ」という目標に向かって行きます。ジ」という目標に向かって行きます。ジ」という目標に向かって行きます。ジ」という目標に向かって行きます。    

最後に、中学生になって初めての油中祭の合唱コンク最後に、中学生になって初めての油中祭の合唱コンク最後に、中学生になって初めての油中祭の合唱コンク最後に、中学生になって初めての油中祭の合唱コンクールでも体育祭に続けて良い結果を残せるよう学級やトラールでも体育祭に続けて良い結果を残せるよう学級やトラールでも体育祭に続けて良い結果を残せるよう学級やトラールでも体育祭に続けて良い結果を残せるよう学級やトラ

スト全員で団結スト全員で団結スト全員で団結スト全員で団結することも目標にして頑張っていきたいと思います。することも目標にして頑張っていきたいと思います。することも目標にして頑張っていきたいと思います。することも目標にして頑張っていきたいと思います。                        （（（（１年２組１年２組１年２組１年２組    吹田ゆず吹田ゆず吹田ゆず吹田ゆず））））    

    

 

私が夏休みに頑張ったことは、バドミントンと学習の両立とピアノです。バドミントン私が夏休みに頑張ったことは、バドミントンと学習の両立とピアノです。バドミントン私が夏休みに頑張ったことは、バドミントンと学習の両立とピアノです。バドミントン私が夏休みに頑張ったことは、バドミントンと学習の両立とピアノです。バドミントンでは新しい団体メンバーでは新しい団体メンバーでは新しい団体メンバーでは新しい団体メンバー

で出る試合に向けて、毎日何時間も練習してきました。ダブルスではペア同士意見が合わず、思ったように行かなで出る試合に向けて、毎日何時間も練習してきました。ダブルスではペア同士意見が合わず、思ったように行かなで出る試合に向けて、毎日何時間も練習してきました。ダブルスではペア同士意見が合わず、思ったように行かなで出る試合に向けて、毎日何時間も練習してきました。ダブルスではペア同士意見が合わず、思ったように行かな

くてイライラしてペアに強くあたったこともありました。これからは良く話し合ってあまりキレないようにして、くてイライラしてペアに強くあたったこともありました。これからは良く話し合ってあまりキレないようにして、くてイライラしてペアに強くあたったこともありました。これからは良く話し合ってあまりキレないようにして、くてイライラしてペアに強くあたったこともありました。これからは良く話し合ってあまりキレないようにして、

お互いを信頼しあってお互いを信頼しあってお互いを信頼しあってお互いを信頼しあって、バドミントンに取り組みたいと思いました。オリンピックで活躍した高松ペアのようなす、バドミントンに取り組みたいと思いました。オリンピックで活躍した高松ペアのようなす、バドミントンに取り組みたいと思いました。オリンピックで活躍した高松ペアのようなす、バドミントンに取り組みたいと思いました。オリンピックで活躍した高松ペアのようなす

ごい試合ができるようになりたいです。ごい試合ができるようになりたいです。ごい試合ができるようになりたいです。ごい試合ができるようになりたいです。    

学習面ではバドミントンで忙しい中でも７月中に宿題を終わらせるという目標を達成できたので良かったです。学習面ではバドミントンで忙しい中でも７月中に宿題を終わらせるという目標を達成できたので良かったです。学習面ではバドミントンで忙しい中でも７月中に宿題を終わらせるという目標を達成できたので良かったです。学習面ではバドミントンで忙しい中でも７月中に宿題を終わらせるという目標を達成できたので良かったです。    

    ２学期も根気強く、家庭学習に取り組み成績向２学期も根気強く、家庭学習に取り組み成績向２学期も根気強く、家庭学習に取り組み成績向２学期も根気強く、家庭学習に取り組み成績向上につなげたいです。合唱コンクールの伴走の練習も毎日頑張りま上につなげたいです。合唱コンクールの伴走の練習も毎日頑張りま上につなげたいです。合唱コンクールの伴走の練習も毎日頑張りま上につなげたいです。合唱コンクールの伴走の練習も毎日頑張りま

した。去年は緊張してテンポが速くなり、クラスのみんなに迷惑をかけてしまったと思うので、今年は迷惑をかけした。去年は緊張してテンポが速くなり、クラスのみんなに迷惑をかけてしまったと思うので、今年は迷惑をかけした。去年は緊張してテンポが速くなり、クラスのみんなに迷惑をかけてしまったと思うので、今年は迷惑をかけした。去年は緊張してテンポが速くなり、クラスのみんなに迷惑をかけてしまったと思うので、今年は迷惑をかけ

ないようにこれからも頑張って練習していきたいです。ないようにこれからも頑張って練習していきたいです。ないようにこれからも頑張って練習していきたいです。ないようにこれからも頑張って練習していきたいです。    

学級では２学期こそ２組の目標の「オール教科トリプルＡ」を目指して、授業をしっかり受けたいと思います。学級では２学期こそ２組の目標の「オール教科トリプルＡ」を目指して、授業をしっかり受けたいと思います。学級では２学期こそ２組の目標の「オール教科トリプルＡ」を目指して、授業をしっかり受けたいと思います。学級では２学期こそ２組の目標の「オール教科トリプルＡ」を目指して、授業をしっかり受けたいと思います。

１１１１学期は忘れ物があり、あと少しというところで逃していたので、２組のみんなで心を一つにして頑張りたいで学期は忘れ物があり、あと少しというところで逃していたので、２組のみんなで心を一つにして頑張りたいで学期は忘れ物があり、あと少しというところで逃していたので、２組のみんなで心を一つにして頑張りたいで学期は忘れ物があり、あと少しというところで逃していたので、２組のみんなで心を一つにして頑張りたいで    

す。す。す。す。    

２学期はいよいよ私たちの学年が油川中学校をリードしていくことになります。３年生の先輩方が安２学期はいよいよ私たちの学年が油川中学校をリードしていくことになります。３年生の先輩方が安２学期はいよいよ私たちの学年が油川中学校をリードしていくことになります。３年生の先輩方が安２学期はいよいよ私たちの学年が油川中学校をリードしていくことになります。３年生の先輩方が安心して私た心して私た心して私た心して私た

ちに任せられるように、また１年生の頼もしい先輩としてリードしていけるように一つ一つの行事の山をちに任せられるように、また１年生の頼もしい先輩としてリードしていけるように一つ一つの行事の山をちに任せられるように、また１年生の頼もしい先輩としてリードしていけるように一つ一つの行事の山をちに任せられるように、また１年生の頼もしい先輩としてリードしていけるように一つ一つの行事の山を着実に登着実に登着実に登着実に登



って長い２学期を乗り切っていきたいと思っています。って長い２学期を乗り切っていきたいと思っています。って長い２学期を乗り切っていきたいと思っています。って長い２学期を乗り切っていきたいと思っています。                                                （２年２組（２年２組（２年２組（２年２組    宮本莉里花）宮本莉里花）宮本莉里花）宮本莉里花）    

    

    

    

        私は私は私は私はこの夏休みを振り返ってみて良い点とこの夏休みを振り返ってみて良い点とこの夏休みを振り返ってみて良い点とこの夏休みを振り返ってみて良い点と反省すべき点が１つずつありました。まず、良い点というのは、この反省すべき点が１つずつありました。まず、良い点というのは、この反省すべき点が１つずつありました。まず、良い点というのは、この反省すべき点が１つずつありました。まず、良い点というのは、この

長いようで短かった夏休みを自分の計画通り、勉強に取り組めたことです。何時から何時までに、この教科に取り長いようで短かった夏休みを自分の計画通り、勉強に取り組めたことです。何時から何時までに、この教科に取り長いようで短かった夏休みを自分の計画通り、勉強に取り組めたことです。何時から何時までに、この教科に取り長いようで短かった夏休みを自分の計画通り、勉強に取り組めたことです。何時から何時までに、この教科に取り

組み課題を終わらせる。というように計画的に行い、その計画をクリアしたら休憩をとって、次の課題に取り組む組み課題を終わらせる。というように計画的に行い、その計画をクリアしたら休憩をとって、次の課題に取り組む組み課題を終わらせる。というように計画的に行い、その計画をクリアしたら休憩をとって、次の課題に取り組む組み課題を終わらせる。というように計画的に行い、その計画をクリアしたら休憩をとって、次の課題に取り組む

ことをくり返しました。そして、毎日必ず一人勉強をことをくり返しました。そして、毎日必ず一人勉強をことをくり返しました。そして、毎日必ず一人勉強をことをくり返しました。そして、毎日必ず一人勉強を行い、特に暗記するもの行い、特に暗記するもの行い、特に暗記するもの行い、特に暗記するものを重点的に勉強しました。前の日にを重点的に勉強しました。前の日にを重点的に勉強しました。前の日にを重点的に勉強しました。前の日に

暗記したものを次の日にもう一度取り組み、覚えているかどうかチェックし、できなかった場合は覚えるまで何度暗記したものを次の日にもう一度取り組み、覚えているかどうかチェックし、できなかった場合は覚えるまで何度暗記したものを次の日にもう一度取り組み、覚えているかどうかチェックし、できなかった場合は覚えるまで何度暗記したものを次の日にもう一度取り組み、覚えているかどうかチェックし、できなかった場合は覚えるまで何度

もくり返し学習しました。もくり返し学習しました。もくり返し学習しました。もくり返し学習しました。    

        次に反省する次に反省する次に反省する次に反省するべき点は夏休みの宿題以外の勉強は計画的に取り組むことができましたが、各教科の夏休みの宿題べき点は夏休みの宿題以外の勉強は計画的に取り組むことができましたが、各教科の夏休みの宿題べき点は夏休みの宿題以外の勉強は計画的に取り組むことができましたが、各教科の夏休みの宿題べき点は夏休みの宿題以外の勉強は計画的に取り組むことができましたが、各教科の夏休みの宿題

では得意な教科や好きな教科は早く終わらせることができましたが、苦手な教科はなかなか終わらせることができでは得意な教科や好きな教科は早く終わらせることができましたが、苦手な教科はなかなか終わらせることができでは得意な教科や好きな教科は早く終わらせることができましたが、苦手な教科はなかなか終わらせることができでは得意な教科や好きな教科は早く終わらせることができましたが、苦手な教科はなかなか終わらせることができ

ませんでした。終わっていない宿題を後回しにして他の勉強をしたり、他のことをしてしまいました。今、何をすませんでした。終わっていない宿題を後回しにして他の勉強をしたり、他のことをしてしまいました。今、何をすませんでした。終わっていない宿題を後回しにして他の勉強をしたり、他のことをしてしまいました。今、何をすませんでした。終わっていない宿題を後回しにして他の勉強をしたり、他のことをしてしまいました。今、何をす

るべきなのかをしっかり考えることと、それを考えたうえでちゃんと行動していけばよかったと思っています。るべきなのかをしっかり考えることと、それを考えたうえでちゃんと行動していけばよかったと思っています。るべきなのかをしっかり考えることと、それを考えたうえでちゃんと行動していけばよかったと思っています。るべきなのかをしっかり考えることと、それを考えたうえでちゃんと行動していけばよかったと思っています。    

        この夏休みはあっという間に感じられた夏休みで、時間というのはだまっていても過ぎてしまうので、みんな平この夏休みはあっという間に感じられた夏休みで、時間というのはだまっていても過ぎてしまうので、みんな平この夏休みはあっという間に感じられた夏休みで、時間というのはだまっていても過ぎてしまうので、みんな平この夏休みはあっという間に感じられた夏休みで、時間というのはだまっていても過ぎてしまうので、みんな平

等に与えられて等に与えられて等に与えられて等に与えられている時間をどのように使うかはいる時間をどのように使うかはいる時間をどのように使うかはいる時間をどのように使うかはその人次第ですが、私は受験生として行きたい高校、志望校に合格その人次第ですが、私は受験生として行きたい高校、志望校に合格その人次第ですが、私は受験生として行きたい高校、志望校に合格その人次第ですが、私は受験生として行きたい高校、志望校に合格

できるように、今まで以上に気合いを入れて頑張らなくてはいけないと考えています。受験生という自覚をしっかできるように、今まで以上に気合いを入れて頑張らなくてはいけないと考えています。受験生という自覚をしっかできるように、今まで以上に気合いを入れて頑張らなくてはいけないと考えています。受験生という自覚をしっかできるように、今まで以上に気合いを入れて頑張らなくてはいけないと考えています。受験生という自覚をしっか

り持って、２学期を過ごしていきます。り持って、２学期を過ごしていきます。り持って、２学期を過ごしていきます。り持って、２学期を過ごしていきます。    

        ２学期は１年の中で１番長い学期です、油中祭という大きな行事も待っています。３年生にとっては最後の油中２学期は１年の中で１番長い学期です、油中祭という大きな行事も待っています。３年生にとっては最後の油中２学期は１年の中で１番長い学期です、油中祭という大きな行事も待っています。３年生にとっては最後の油中２学期は１年の中で１番長い学期です、油中祭という大きな行事も待っています。３年生にとっては最後の油中

祭になりますが、悔いの残らないよう３年生らしく後輩を引っ張っていけるようにしたいです。そのために毎日の祭になりますが、悔いの残らないよう３年生らしく後輩を引っ張っていけるようにしたいです。そのために毎日の祭になりますが、悔いの残らないよう３年生らしく後輩を引っ張っていけるようにしたいです。そのために毎日の祭になりますが、悔いの残らないよう３年生らしく後輩を引っ張っていけるようにしたいです。そのために毎日の

学校生活を大切にし、授業や挨拶などをしっかり行い、２学期も規則正しい生活を心が学校生活を大切にし、授業や挨拶などをしっかり行い、２学期も規則正しい生活を心が学校生活を大切にし、授業や挨拶などをしっかり行い、２学期も規則正しい生活を心が学校生活を大切にし、授業や挨拶などをしっかり行い、２学期も規則正しい生活を心がけて行きたいと思います。けて行きたいと思います。けて行きたいと思います。けて行きたいと思います。    

                                                                                                                                                            （３年１組（３年１組（３年１組（３年１組    成田りん）成田りん）成田りん）成田りん）    

    

        ＜弁論大会へ＞＜弁論大会へ＞＜弁論大会へ＞＜弁論大会へ＞    

        ８月３０日（火）８月３０日（火）８月３０日（火）８月３０日（火）    第６４回青森地区少年防犯弁論大会第６４回青森地区少年防犯弁論大会第６４回青森地区少年防犯弁論大会第６４回青森地区少年防犯弁論大会        ３年１組３年１組３年１組３年１組        越後谷越後谷越後谷越後谷    規人規人規人規人    

        ９月９月９月９月    １日（木）１日（木）１日（木）１日（木）    青森市英語弁論大会青森市英語弁論大会青森市英語弁論大会青森市英語弁論大会        暗唱の部暗唱の部暗唱の部暗唱の部                １年１組１年１組１年１組１年１組        山崎山崎山崎山崎    優真優真優真優真    

                                                                                                                    ３年２組３年２組３年２組３年２組        川崎川崎川崎川崎    彗奈彗奈彗奈彗奈    

    

８月３０日（火）８月３０日（火）８月３０日（火）８月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    

８月３１日（水）８月３１日（水）８月３１日（水）８月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    

    

９月９月９月９月    

        １日（木）１日（木）１日（木）１日（木）    ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日    

        ２日（水）２日（水）２日（水）２日（水）    １年職場訪問・２年職場体験１年職場訪問・２年職場体験１年職場訪問・２年職場体験１年職場訪問・２年職場体験    

        ４日（日）４日（日）４日（日）４日（日）    野木和保育園野木和保育園野木和保育園野木和保育園    運動会運動会運動会運動会    

        ５日（月）５日（月）５日（月）５日（月）    １・２年体験学習まとめ作業１・２年体験学習まとめ作業１・２年体験学習まとめ作業１・２年体験学習まとめ作業        トラストリーダー組織会トラストリーダー組織会トラストリーダー組織会トラストリーダー組織会    

        ６日（火）６日（火）６日（火）６日（火）    全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会    

        ７日（水）７日（水）７日（水）７日（水）    ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日ＳＣ来校日    

        ８日（木）８日（木）８日（木）８日（木）    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    

        ９日（金）９日（金）９日（金）９日（金）    油中祭有志発表説明会油中祭有志発表説明会油中祭有志発表説明会油中祭有志発表説明会    

    １４日（水）１４日（水）１４日（水）１４日（水）    教育支援アドバイザー訪問教育支援アドバイザー訪問教育支援アドバイザー訪問教育支援アドバイザー訪問    （授業参観有り）（授業参観有り）（授業参観有り）（授業参観有り）    

    １５日（木）１５日（木）１５日（木）１５日（木）    壮行式リハーサル壮行式リハーサル壮行式リハーサル壮行式リハーサル    

    １６日（金）１６日（金）１６日（金）１６日（金）    中体連壮行式（５校時）中体連壮行式（５校時）中体連壮行式（５校時）中体連壮行式（５校時）    

    １７日（土）１７日（土）１７日（土）１７日（土）    中体連秋季大会第１日目中体連秋季大会第１日目中体連秋季大会第１日目中体連秋季大会第１日目        ３年模擬テスト③３年模擬テスト③３年模擬テスト③３年模擬テスト③    

    １８日（日）１８日（日）１８日（日）１８日（日）    中体連秋季大会第２日目中体連秋季大会第２日目中体連秋季大会第２日目中体連秋季大会第２日目        ３年模擬テスト③３年模擬テスト③３年模擬テスト③３年模擬テスト③        油中祭舞台背景画づくりスタート油中祭舞台背景画づくりスタート油中祭舞台背景画づくりスタート油中祭舞台背景画づくりスタート    

    １９日（月１９日（月１９日（月１９日（月））））    中体連秋季大会第３日目中体連秋季大会第３日目中体連秋季大会第３日目中体連秋季大会第３日目（月曜日の授業）（月曜日の授業）（月曜日の授業）（月曜日の授業）        中体連報告会リハーサル中体連報告会リハーサル中体連報告会リハーサル中体連報告会リハーサル    

    ２０日（火）２０日（火）２０日（火）２０日（火）    振替休業振替休業振替休業振替休業    

２１日（水）２１日（水）２１日（水）２１日（水）    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        中体連報告会（６校時）中体連報告会（６校時）中体連報告会（６校時）中体連報告会（６校時）    

２２日（木）２２日（木）２２日（木）２２日（木）    秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日        県剣道弘前大会県剣道弘前大会県剣道弘前大会県剣道弘前大会    

２３日（金）２３日（金）２３日（金）２３日（金）    振替休業振替休業振替休業振替休業                                                ２２日（木）～２６日（月）２２日（木）～２６日（月）２２日（木）～２６日（月）２２日（木）～２６日（月）    ５連休５連休５連休５連休    

２５日（日）２５日（日）２５日（日）２５日（日）    元気町フェスタＩＮ油川元気町フェスタＩＮ油川元気町フェスタＩＮ油川元気町フェスタＩＮ油川    

２６日（月）２６日（月）２６日（月）２６日（月）    代休日代休日代休日代休日    

    ２８日（水）２８日（水）２８日（水）２８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    職員会議職員会議職員会議職員会議        北斗高校体験入学北斗高校体験入学北斗高校体験入学北斗高校体験入学    

    ２９日（木）２９日（木）２９日（木）２９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        中間テスト中間テスト中間テスト中間テスト        学級合唱練習スタート学級合唱練習スタート学級合唱練習スタート学級合唱練習スタート    

    ３０日（金）３０日（金）３０日（金）３０日（金）    油中祭有志発表オーディション油中祭有志発表オーディション油中祭有志発表オーディション油中祭有志発表オーディション    


