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進んで学び、思いやりをもって、たくましく、しなやかに生き抜く人間の育成

６月１０日（金 、本校体育館において「弘前地）
区中体連夏季大会壮行式」を開催しました。今年は
午前から「一日参観デー」として、保護者・地域の
方、約３０名の参観がありました。各部の堂々とし

、 、た入場行進の後 選手一人一人から決意発表があり
明日から始まる大会に向けての意気込みが伝わって
きました。音楽部の入退場演奏、３年生の翔音さん
を応援団長とする文化部の応援も立派で、選手を激
励する気持ちがしっかりと表れていました。陸上部
主将の工藤恒我さんと野球部主将の木村琉聖さんの
選手宣誓からは、待ちに待った大会にむけての士気
の高まりを感じることができました。

＜各部の意気込み＞
■陸上競技部 (部長：工藤 恒我)
陸上部一同は自己ベスト更新を目指

し、今まで地道に努力し続けてきまし
た。中体連では、今までの努力を十分
に発揮できるように頑張りますので、
応援よろしくお願いします。

■野球部 (部長：木村 琉聖)
先日の練習試合で、とても課題が多

く残る試合がありました。そこで、こ
の試合があってよかったと思える結果
を出せるように、全員で野球をしてき
ます。

■剣道部 (部長：工藤 煌志)
私たちは、地区大会優勝を目標に、

厳しい練習に取り組んできました。辛
い経験を乗り越え、より絆が深まった
と思います。その力を生かし、全力を
尽くして頑張ってきます。応援よろし
くお願いします！

■バレーボール部 (部長：笹 愛琉)
私たちは、中体連に向けて、今まで

蔦川先生、佐藤先生の指導のおかげで
毎日の部活動がとても楽しく充実して
いました。先生方の指導に報いるため
練習してきたことを出し切って決勝ト
ーナメントを目指し、頑張ります。

■水泳部 (部長：藤田 涼音)
私たちは今まで、練習をたくさん頑

張ってきました。たくさん親にも助け
てもらいました。水泳の友達ともたく
さん笑い合いました。最後の中体連は
悔いのないように頑張ります!!全員県
大会に行けるように全力で頑張りま
す。

〈剣道部の結果〉
◇団体 ３位 準決勝 石川 2-3 附属
◇個人 ２位 小田桐 侑希 ３位 相馬 大地

５位 金崎 想司・工藤 煌志

〈水泳部の結果〉☆標準記録突破
（ ）男子200ｍ自由形 １位 福士 愛夢斗 2'05"33☆

４位 工藤 悠惟（2'15"17☆）
男子400ｍ自由形 ３位 工藤 悠惟（4'48"88☆）

（ ）男子100ｍ背泳ぎ １位 福士 愛夢斗 1'03"53☆
女子100ｍ背泳ぎ ２位 藤田 涼音（1'20"96）
女子100ｍ自由形 ５位 藤田 涼音（1'18"78）

〈野球部の結果〉
◇１回戦 石川・裾野 1-6 三中

〈バレーボール部の結果〉
◇予選リーグ 石川 0-2 三中 石川 0-2 津軽

〈陸上競技部の結果〉
１年1500m ８位 金﨑 佑耶（5'27"66 ））
３年 100m ４位 西沢 葵（12"32）
共通砲丸 ４位 齋藤 慎太（8m17）
共通男子 4×100m ７位（50"22）
齋藤 零・西沢 葵・齋藤 慎太・工藤 恒我
共通800m 7位 白戸 絢子（2'55"95）
低学年女子 4×100m 7位（1'04"31）
白戸 絢子・川口 彩湖・内山 花恋・相馬 綾那

☆剣道男子と水泳競技の藤田さん、工藤さん、福士
さんが県大会出場です。



６月３日（金 、弘前市教育委員会と三上設計様）
が来校し、昨年度延期になっていた「新校舎絆ホー
ルに関するワークショップ」が本校体育館で行われ
ました。一人一人が検討したい活用案①～④の中か
ら選び、グループになって活用方法を考えました。
各グループからは 「おすすめの本を置く 「部活、 」
動のミーティングに使えるのでは 「階段アートに」
すれば人が集まるのでは 「手すりを組み立て式に」
すると邪魔にならない」など、メリット、デメリッ
トなどを交えた発表がありました。話合い、発表の
様子も立派で、新校舎への関心の高さを感じ取るこ
とができした。

＜活用案①＞本棚、勉強道具を置く
＜活用案②＞全校朝会等の集会の開催
＜活用案③＞創作・芸術での活用
＜活用案④＞階段中央部分への手すりの設置

今年度も「スタディルーム」が始まります。地域
の方や教員を目指す大学生が、皆さんの宿題や勉強
のやり方など、学習のサポートをしてくれるという

。 、 。ものです 今年度は 下記の日程で計画しています
昨年度に引き続き、地域からは成田映子さん、小田
桐智代さん、藤田美香さんに運営のご協力をいただ
いています。テスト対策はもちろん、普段の授業で
疑問に思っていることを質問するなど 「スタディ、
ールーム」を有効に活用してほしいと思います。

第１回 ６／２２（水）
第２回 ７／１３（水）
第３回 １０／１２（水） すべての回とも
第４回 １０／２６（水） 15:15～17:15の
第５回 １１／１６（水） 活動です。
第６回 １１／３０（水）
第７回 １２／１４（水）
第８回 １／２５（水）
第９回 ２／ １（水）
第10回 ２／１５（水）

日 曜 日課 ７月の主な行事

1 金 短縮６ 小中合同健康マラソン
写生大会

2 土 漢字検定

3 日

4 月 短縮６ 念入り清掃（～8日）
写生大会予備日

5 火 短縮６ ALT来校
（ ）学童健全育成協議会 石川小

6 水 短縮６ 救命講習（３年）

7 木 平常５ ３年実力テスト

8 金 短縮５ 期末保護者集会
ケータイ安全教室

9 土

10 日

11 月 短縮６ 企画会

12 火 平常６ ALT来校

（ ）13 水 短縮５ 職員会議 石中祭打ち合わせ
スタディールーム②

14 木 短縮６ 県大会壮行式

15 金 変則５ 市教委計画訪問

16 土 中体連県大会開会式

17 日 中体連県大会１日目

18 月 海の日 中体連県大会２日目

19 火 平常６ ALT来校 中体連県大会予備日

20 水 平常６

21 木 短縮４ １学期終業式

22 金 夏季休業～8/23 弘工体験

23 土 弘実体験

24 日

25 月 ３年 二者面談（1･2年） ～7/29
8:30 三者面談（3年） ～7/29
登校 ３年学習会（午前）①

26 火 ３年学習会（午前）②

27 水 ３年学習会（午前）③
学校徴収金口座集金日

28 木 ３年学習会（午前）④
黒高体験

29 金 ３年学習会（午前）⑤

30 土

31 日


