
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本校は青森市中学校文化連盟 生徒会・奉仕活動部会の事務局を担当（岡先生）しており、冬季研修会と

して、１月２８日（土）、リンクステーション青森に市内中学校の生徒会役員約７０人に集合してもらい、来

年度の新小学１年生に贈る防犯笛「たすけっこ」の製作を行いました。 

研修会では小野寺新青森市長、成田教育長より、激励のお話をいただいたほか、私も「命を大切にする話」

をさせてもらい、その後「たすけっこ」づくりに取り組みました。進行や各班に分かれての作業の説明はす

べて本校の生徒会役員１１名が担いました。手際の良い進行や説明ぶりに、成田教育長も感心していました。 

 

      
開会の言葉           小野寺市長 成田教育長     里村たすけっこの会会長  私  

       
  小野寺市長                     小林生徒会長  奈良たすけっこの会事務局長 

    
             各班ごとに本校の生徒会役員が作り方を説明しています。 

 

  たすけっこ運動は２００１年大阪教育大付属池田小であった児童殺傷事件がきっかけで、 たすけっこの

会の事務局長 奈良哲紀さんが夫婦で始めた運動です。 それ以来２０１７年の今年まで継続しています。

笛の形や作り方は変わってきていますが、近年は青森市中文連生徒会・奉仕活動専門部冬季研修会の慣例

行事として 今日まで定着して多くの学校の生徒会役員が関わってきました。最近は会員方が山で採ってきた「根曲

がり竹」を加工しており、今回は笛として鳴らすためのプラスチック板の貼り付けから装飾、メーセージ書きまでや

ったので大変時間のかかる作業でした。 

今の中学生は全員が小学校１年生の時に誰かが作ってくれた「たすけっこ」を首にぶら下げ、登校したはずです。

安全な登下校を祈る「気持ちのバトン」が渡されました。 

 

夢を目標に 
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３学期始業式は １年 倉内杏実さん・２年葛西 祐之介君・３年葛西 大君の３名の冬休みの反省と３学期の抱負で 

始まりました。３人とも立派な内容でしたが、３学年となる決意を発表した葛西君の内容を掲載します。 

 

 

 僕は３学期の目標として達成したいことが３つあります。 

    ２学期は会長として、周りを見る余裕がまだ無く、クラス全体を引っ張っていくことがあまり出来ずにいた 

ような感じがします。だから、この３学期は積極的にクラスの為に自分ができる事を考え行動していきます。 

 また、クラスみんなでいい方向に向かって行くには何が大切なのかをクラス全員で考えていきます。先生に 

頼ってばかりのクラスではなく、自分達一人一人が考え行動し、先生達から信頼され、後輩の手本となれるク 

ラスを目指します。 

 ２つめは春から僕達は最上級生として学校を引っ張っていく立場になります。この３学期を通じてクラスの 

リーダー達と協力し合い、３年生らしい考えや行動が出来るように頑張ります。そして、今の３年生から受け 

継いだ伝統や行動をしっかりと引き継ぎ、それを後輩達に伝えていける上級生になりたいです。 

 最後は受検についてです。来年の受検に向けて冬休みは１日１日を大切にして悔いの無いように勉強しました。 

   引き続き、３学期も１日１日を大切にしていきたいです。２年生の今の時期は、進路決定までの時間は限られて

いて、無駄に出来る時間はないのだと自覚することがスタートだと思います。それぞれ行きたい高校は違います

が自分の行きたい高校に合格できるように今から切磋琢磨して、勉強し全員合格を目指します。 

                                     ２年１組 葛西祐之介 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３学期を迎えるにあたり、正月という長期の休みを含んだ冬休みの生活についてアンケートをして

生活ぶりを把握してみました。この中で本校の中学生の生活実態で気になることが多々ありました。 

 

① 学級の半数から３分の２が１，２時に寝て、９時過ぎに起きるという生活の乱れがみられ、朝食

も時々食べないときが見られた。 （生活の乱れ） 

 

② １日に５時間以上もスマホ、ゲーム、テレビに費やした人数 

     スマホ   ゲーム   テレビ 学年の人数 

 １年   ２０人   ２０人   ３１人 １１１ 人 

２年   １３人   １８人   ３０人 １１８ 人 

 ３年   １１人   １２人   ２２人 １１６ 人 

最長 ２０時間  １９時間  １８時間  

正月なので楽しいテレビ番組やスポーツなど見る機会が多かったと思いますが 

それにしても、スマホやゲームに没頭している人数の多さが気になります。 

寝ないで、スマホやゲームをやった人もいます。依存症？？ 

 

③ 心では 不眠を訴える者が多く、イライラして、すぐカッとなるという者も多かった。 

また自分を傷つけたいと思った者が１８名おり、３学期早々に学級担任などと面談を実施 

しました。また、当然ですが受検や勉強に不安・悩みを持つ者が３年に多く、１、２年生 

でも勉強や部活、友人などで悩みを持つ生徒も見られています。 

 

 ＜考察＞ 

  本校でもスマホやゲームに長時間時間を取られている生徒が多くなり、依存症気味の生徒も 

 見られます。確かにスマホやゲームをやらせておけば静かになり、非行の心配も少なくなりま 

 すが、脳の発達や健康などの面から考えると決していいとは言えないはずです。文章を読んで 

 理解する読解力や相手の感情を感じたり、説明を理解してもらうコミュニケーション能力など 

 は身につかないと思います。大人は子どもに対して教えたり、将来生き抜く力を身につけてや 

 る義務があります。与えることは簡単ですが取り上げることは難しいのが現実です。使い方や 

 家庭のルールが子どもを守ることにもつながります。子どもとの対話を大事にしていきましょう。 

     



 
 

 

 
 

 

 

 

    ３学期に全校朝会で紹介した言葉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表彰の記録 

 

 

 命を大切にする心を育む未来へのメッセージ 「図画部門」 

           中学生の部   最優秀賞    吉川  綾華 
 

 

  
 

 

 

 

 天才は生まれつきです。もうなれません。 

 努力で天才に勝ちます。 

  横綱 稀勢の里が中学校卒業のアルバムに

記した言葉 

 敵を恐れず、我を疑わず 

  田知本 遥 リオ五輪柔道 

   金メダリストのパワーフレーズ 

  

過去の自分は今の自分に、今の自分は未来

の自分に手紙を宛て、自分の想いを手紙で未

来に繋ぎ、未来の自分を応援する気持ちで描

きました。 
 

 平成２９年度 

命を大切にする心を育む県民運動の 

ポスターに掲載されるそうです。 

学校評価の希望に基づき、本校学習指導部の提案で 

放課後に学習機会の提供をすることとしました。 

 学習面での向上が本校の学校課題の１つですが、な

かなか家庭に戻っても、学習に取り組むことができな

いとか、やろうと思っても授業の内容が今一歩理解で

きないという生徒もいると思います、そうしたやる気

のある生徒の一助になればと考えます、 

 試行は３学期の火・木・金曜日の放課後に図書室で 

行います。１６：１０～１８：００まで予習・復習、

ワークを進む、一人勉強など、各自の課題を先生方が

手助けをします。職員室前のファイルに記入して申し

込んでください。 

 

 

 



            表彰の記録 
 

平成２８年度第２回漢字能力検定 

          【準２級】増田匡胤、工藤楓生、葛西大 【３級】船橋美唯、工藤龍太郎、蝦名賛 

                             三上冬馬、山田南美、舘田駿斗 

            【５級】八木橋虎鉄、織笠愛菜、藤本梨愛 

          安藤心菜、高田果林 

 

平成２８年度 バスケットボール 青函対抗 青森市チーム選手（２年女子）  成田奏初 

平成２８年度 バスケットボール 青函対抗 青森市チーム選手（１年女子）   

                          舘田玲奈  鳴海愛菜  太田彩希 

第４５回交通安全ポスターコンクール  

警察庁長官賞 山本 優奈   学校賞   受賞 

 

  山本優奈さんの作品 

 

 青森県 選抜中学校美術展 

   

工芸の部   特選  櫻田千馬（３）   

（木彫時計）  入選  佐々木優那（３） 飯田真衣（３）  中村美月（３） 

             佐藤萌香 （３） 藤田明葉（３）  成田紗愛（３） 

  絵画の部   特選  大川菜々子（２） 

         入選  佐藤朝香（２）  安田菜々（２）  舘田 真（２） 

 学校賞 

 第１４回 青森市中学校文化連盟 技術・家庭科作品展  入賞者 

  １年 文庫カバー                                      

最優秀賞  川崎 心詩   長谷川 未羽 

             優秀賞  溝江 菜々   青山 日菜   安藤 心菜  鈴木 陽葉 

  ２年 クロスステッチ 

            最優秀賞  山田 奈瑚   鍵谷  桜 

             優秀賞  小林 さくら  鷲尾 有唯里  宮本 莉里花  舘田  真 

                  赤平 若菜   成田 奏初   山宮 愛梨 

  ３年 フェルトボール 

    （幼児おもちゃ）最優秀賞  中村 美月   赤坂 実祐 

              優秀賞  佐藤 萌香   大賀 一心  成田 紗愛  山本  倫 

 

青森市小中合同美術展  

 

            絵画の部  入選  成田 奏初  成田 蓮音  舘田 和華  鷲尾 有唯里 

我満 奈々美 山田 奈瑚  蝦名 りん  藤林 姫歌 

美      工芸の部   

術            特選  鍵谷 桜 

     ・           準特選  生駒 千尋  仙庭 那奈加 

     家            入選  工藤 徳子  小林 茉央  大科 陽彩  赤坂 理紗 

 庭                一戸 楓花  市ノ渡 結太 相内 康誠  赤井 美穂 

     科                工藤 菜々子 工藤 柊斗  安田 汐里  赤坂 実祐 

大                櫻田 未羽  大科 悠生  嶋田 幸駿  下山 晴人 

量                川崎 彗奈  山本 優奈 

入      デザインの部 

賞           準特選  竹内 香苗  

  
美術の時間に作成した３－２ 山本優奈さんの交通安全 

ポスターが青森県の最優秀賞を受賞した後、全国審査に進み 

１６万３千点の応募作品の中から大賞にあたる警察庁長官賞 

を受賞しました。表彰は２月に東京で行われました。 

 あわせて、本校が学校賞を受賞することとなり、学校への 

副賞として、ミニプロジェクターをいただくこととしました。 

大切に使わせていただきます。ありがとうございました。 

 



             

 第３８回 東青中学校 インドアソフトテニス大会 

       女子個人  第５位  大川菜々子、厚海れん 組 

       男子個人  第５位  市川楓真、江良世知  組 

   

第 41回 和田杯争奪 青森市総合バドミントン大会 

            ジュニア女子複  第３位  山口心愛  梅田結楽良 

 

  第 7回 青森市冬季中学生サッカー選手権大会    Ｂブロック  第３位 

 

  平成２８年度 青森県Ｕ－１２・１３合同トレセン推薦選手  山口蓮太 （油川中学校） 

 

  平成２８年度 青森市剣道連盟主催 冬季剣道錬成大会 

    

       中学生男子団体戦  第３位  油川中学校 Ａ 

       中学校女子団体戦  第３位   

       中学校女子個人戦の部  第３位  山田 あゆ美 

 

   インフルエンザで中止でしたが 
   

２月１０日（金）私立高校受検を前に、１・２年生による３年生を励ます会が行われる予定でしたが 

６日頃から１年生と３年生にインフルエンザ症状を訴える生徒が急激に増え、急遽中止にし、部活動中止 

授業の打ち切り、１年２組の学級閉鎖という措置をとらせていただきました。それでも３年生の廊下には 

後輩の熱い想いが飾られています！！ 

  

 
    だるまの胴体の模様に見える部分には１・２年生一人一人の激励のメッセージが書かれています。 

 

 
 

２月１３日（月）市内中学校生徒会役員を代表して小林さくら生徒会長、岡先生とともに青森市役所に出

向き、たすけっこの製作にかかわったボランティアの方々と共にたすけっこ贈呈式に出席してきました。 

大勢の報道陣に囲まれてもインタビューを堂々と受ける姿に頼もしさを感じました。 
 

     
 

 



 

 
 

 ２月１１日（土） 青森市社会福祉協議会との連携で実施しているボランティア活動の１つとして実施し

ている除雪ボランティアに今年も、教頭先生以下女子テニス部、陸上部の１７名が参加し心地よい汗を流し

ました。昨年の降雪量とは違うため、今年はガラス磨きにも挑戦していたそうです。 

 

    
  

    
 

 

２月 
２０日（月） 学校評議員会 

２１日（火）  私立一般入試合格発表 

２２日（水） 職員会議 

２３日（木） 金曜日の時間割 一高養入学者選抜 

２４日（金） １・２年期末テスト（英国社数理） ３年模擬テスト（国英数社理） 

       ３年ＰＴＡ例会  

２７日（月） 給食費調整額納入日① 清掃強調週間 

２８日（火）  給食費調整額納入日②  

 

３月 

３日 （金） 卒業式練習開始 

７日 （火） ３年県立高校受検前指導（４校時） 

８日 （水） 県立高校入学者選抜検査実施日  １・２年実力テスト  紅白幕設置  学校開放中止 

９日 （木） 月曜日の時間割（２校時まで） ３年生は終日卒業式練習 

１０日 （金） 同窓会入会式（１校時） 卒業式予行（２～３校時） 卒業記念品贈呈式（４校時） 

        卒業式準備 

１１日 （土） 第７０回 卒業証書授与式  

１３日 （月） 振替休日 

１４日 （火） 県立高校合格発表 

１６日 （木） 全校朝会 顔写真撮影 

１７日 （金） 短縮授業 １・２年ＰＴＡ総会 

        県立高校再募集検査日 

２１日 （火） 月曜日の時間割    県立高校再募集合格発表 

２２日 （水） 金曜日の時間割  大清掃（５校時）  職員会議 

２３日 （木） 部長会 

２４日 （金） 修了式、離任式 

２５日 （土） 学年末休業 （～４月３日）  全国中学校選抜卓球大会 

３０日 （木） 新入生 物品販売 
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