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学校通信

入学おめでとう！！
～１６０名の新入生～

新入生誓いのことば 赤石晴美 （１年２組 三大小卒）

私たち新入生１６０名は、たくさんの希望をたずさえ、この伝統

と輝かしい歴史ある弘前市立第三中学校に入学いたします。

これから私たちは、よりよい人間として成長すると同時に将来の

夢を見つけ、なりたい自分になるために、今日から階段を一段一段

上り始めます。中学生としての自覚と責任をもち、ともに助け合

い、励まし合い、高め合っていける仲になりましょう。そのために

は、たくさん勉強して知識を深め、さまざまな活動の中で積極的に

意見を出し合いながら、その中心になれるよう、努力していきたい

と思います。

今日、この入学式に臨み、私たちはこの喜びと感謝の気持ちを忘

れず、心新たに、中学校生活に踏み出したいと思います。

式辞 校長 荒谷一昭

入学に当たり、新入生の皆さんに三つのお願いをします。

一つめは、「当たり前のことが当たり前にできる生徒になってくだ

さい。」

二つめは、「たくさんの友だちを作って友情を育んでください。」

三つめは、「夢や希望をもって精一杯挑戦してください。」

遺伝子研究の第一人者である村上和雄先生は、「まだ使われていな

い遺伝子が目覚めれば、驚くべき能力が開花する。」と語っていま

す。つまり、人間には誰にでも隠されている能力や可能性があり、す

べての人に眠れる能力を開花させるチャンスが与えられています。そ

のチャンスをつかむためにも、夢や希望をもって、それに向かって精

一杯チャレンジつまり挑戦してほしいと思います。

歓迎のことば 生徒会長 成田実央

弘前市立第三中学校の一員となり、新たな学校生活を迎える新入

生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

今こうして、みなさん一人一人の座っている姿勢や表情を見てい

ると、「中学生になったんだから頑張るぞ」という思いが伝わって

きます。今の新鮮な気持ちを忘れずに、中学校では様々なことにチ

ャレンジしていきましょう。

三年間という時間はみなさんが思っているよりあっという間で

す。多くの先輩方が築いてきた、歴史と伝統ある、この弘前市立第

三中学校の一員となったことに誇りをもち、明るく充実した毎日を

過ごしてください。そして一緒に学校を盛り上げていきましょう。

〔在籍数〕 ４月１日現在

学 年 男 子 女 子 計

１学年 ９１ ６９ １６０

２学年 ７９ ８４ １６３

３学年 ９８ ９０ １８８

合計 ２６８ ２４３ ５１１

〔弘前市立第三中学校〕〒036-8154 弘前市豊原一丁目3-3 Tel 32-2361 Fax 32-2362

１年間よろしくお願いします！
校 長 荒谷 一昭 教 頭 石田 盛彦 教務主任 蒔苗 直樹

第 １ 学 年 第 ２ 学 年 第 ３ 学 年

主任 福士 忍 社会 主任 千葉 憲暁 社会 主任 佐藤 秀仁 数学

１組 小田桐未紀 国語 １組 外崎 伸也 数学 １組 工藤 廉 社会

２組 成田 長憲 保体 ２組 小川 義勝 保体 ２組 軍司 大介 音楽

３組 菊地 美奈 英語 ３組 寺山 陽子 英語 ３組 廣谷 陽輔 英語

４組 福士 浩一 技術 ４組 工藤 新悟 保体 ４組 里見 恵 国語

５組 高森 大樹 数学 ５組 花塚 順子 国語 ５組 齋藤 貢一 国語

副（１～５） 豊田美穂子 家庭 副（５） 戸澤 康之 理科 副（１～５） 相馬 攝郎 理科

副（１～５） 古澤 幹彦 理科 副 (１・４) 鳴海 貴子 英語 副（１～５） 豊巻加代子 英語

副（１～５） 中畑真紀子 数学 副 (２・３) 小笠原 伸 社会 副（１～５） 古川 真矢 美術
(～H27.4.30村上琴美)

特支 髙橋 浩幸 特支 成田 明美 副（１～５） 山中 俊諒 理科

特支 山形 勝彦 ＡＬＴ ｼﾞｪﾅ・ｽﾀｹﾙ 英語 特支 成田恵美子

非常勤講師 小野 皓平 保体 特支 片平あやめ

生徒指導 吉野 晴久 田中 昭人 心の教室相談員 盛 みどり
技能主事室

濱田てい子 桑田 純也 スクールサポーター 浅原 紫
保 健 室

山崎 春奈 佐藤ゆかり スクールカウンセラー 外崎 晴菜
事 務 室

販 売 室 小堀 照美 伊藤 雅代

【警 備 員】 中畑 藤義 山中 康巳 磯上 博司 樽澤 光夫 笹森 均

【学校評議員】 小岩 一哉 山平久美子 山内 和人 山崎 均 川嶋 寛巳



１　軟式野球 ２　ソフトボール ５　バレーボール ６　バドミントン
A 弘前運動公園はるか夢球場 弘前運動公園多目的広場 弘前市民体育館 岩木山総合公園体育館

B 岩木山総合公園野球場 13日 〈Aリーグ〉 〈Bリーグ〉 男　子 ＜団体リーグ＞ 14日

C 河西体育センター多目的場 A 弘一中 D 弘二中 ＜決勝リーグ＞ 13日 男　子 女　子
B 弘東中 E 裾野中 1 弘南中 1 弘一中 1 弘一中

A3 C 北辰中 F 弘五中 2 弘三中 2 附属中 2 津軽中

13:00 3 弘四中 3 津軽中 3 弘東中

A1 A2 ① 9:00　A-B ④12:50　E-F 4 弘五中 4 弘二中 4 附属中

14日 9:00 10:30 ②10:20　D-E ⑤14:00　C-A 5 東目屋中 5 弘二中

13日 ③11:35　B-C ⑥15:10　F-D 6 東目屋中

A3 A4 C4 B4 女　子

A1 A2 C1 B1 C2 C3 B3 B2 14日〈決勝トーナメント〉

14日 A1 A2 ７　ソフトテニス
弘前運動公園庭球場

13日 A3 B2 A4 B3
男　子

A1 A2 B1 ＜決勝リーグ＞ 13日
1 弘二中 4 附属中

13日 2 弘一中 5 弘四中

A1  9:00 B1 09:00 C1  9:00 3 弘東中 6 弘三中

A2 10:30 B2 10:30 C2 10:30

A3 13:00 B3 12:00 C3 12:00 女　子

A4 14:30 B4 14:30 C4 14:30 ＜予選リーグ＞ 13日

Ａリーグ Ｂリーグ

３　サッカー ４　バスケットボール ８　卓　球 1 弘三中 4 弘五中

＜予選リーグ＞ 13日 青森県武道館 第三中学校体育館 2 弘二中 5 弘一中

岩木山総合公園多目的広場 ＜男子＞ ＜予選リーグ＞ 13日 3 附属中 6 弘東中

Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 A4 男　子 女　子 7 弘四中

1 弘二中 4 弘四中 7 弘五中 14日 Ａブロック Ｂブロック Ａブロック Ｂブロック ＜決勝トーナメント＞

2 附属中 5 津軽中 8 弘東中 13日 1 弘一中 6 弘五中 1 弘東中 7 弘三中

3 弘南中 6 弘一中 9 弘三中 2 相馬中 7 附属中 2 弘一中 8 弘四中

Aコート Bコート 3 船沢中 8 弘四中 3 弘五中 9 新和中

 9:00 1 - 2  9:00 4 - 5 4 弘東中 9 弘二中 4 附属中 船沢中
10:15 7 - 8 11:30 5 - 6 5 弘南中 北辰中 5 弘南中 北辰中

11:30 2 - 3 12:45 8 - 9 弘三中 6 弘二中 相馬中

14:00 1 - 3 14:00 4 - 6 ＜決勝リーグ＞ 14日

15:15 7 - 9 各ブロック上位２チームによる

10　剣　道
＜女子＞ 弘前東中学校体育館

＜決勝トーナメント＞ 15日 ９　柔　道 ＜予選リーグ＞ 13日

岩木山総合公園多目的グランド 14日 弘前海洋センター 男　子

13日 男　子 Ａブロック Ｂブロック

＜決勝リーグ＞ 13日 1 石川中 5 弘三中

5 1 Aｺｰﾄ 1 弘東中 4 弘南中 2 弘一中 6 弘四中 ＜男女決勝

3 4  2 Bｺｰﾄ 2 弘四中 5 弘一中 3 弘東中 7 弘二中 トーナメント＞

3 11:00 Aｺｰﾄ 3 弘三中 4 弘五中 8 附属中 13日

4 11:00 Bｺｰﾄ
5 14:00 Aｺｰﾄ 女　子

女　子 Ａブロック Ｂブロック

＜決勝リーグ＞ 13日 1 弘東中 4 附属中

13日 14日 1 弘南中 3 弘三中 2 弘一中 5 弘五中

1  9:00 4 13:00 1  9:00 3 11:50 2 弘一中 3 弘三中 6 石川中 A1 B2 A2 B1

2 10:20 5 14:20 2 10:20 4 13:10 7 弘四中

3 11:40
陸　上 13日 体　操 14日 水　泳 相撲 新体操

弘前運動公園陸上競技場 聖愛高校体育館 ゆうえい館 12日 ※出場者なし 南地方と合同開催

※南日程

第69回弘前地区中学校体育大会夏季大会組合せ抽選結果〈決定版〉
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学校の敷地内も新緑で一日一日と姿を変え、吹き抜ける風が心地よく感じられる季節
となりました。新年度がスタートして、1ヶ月余りが過ぎましたが、いよいよ様々な活
動が本格的に動き出しました。
１年生も中学校生活に慣れはじめ、２・３年生は上級生としての自覚をもって学校生

活を送っています。生徒会活動や部活動では、３つの学年の生徒が一緒になって活動し、
３年生が先頭に立って頑張ってくれています。
さて、保護者の皆様には、４月２４日（金）の授業参観、ＰＴＡ・後援会総会の際に、

大変お世話になり、ありがとうございました。また、今週は、１・２年が家庭訪問（自
宅の確認を主な目的としています）を実施することとなっており、5月２２日（金）に
は５月テストも予定されておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
今後も保護者、地域の皆様と連携し、子どもたちの成長を支えていきたいと考えてい

ます。

○ＰＴＡ役員の皆さんを紹介します（敬称は省略させていただきます）。

会 長：溝江 葉子（３年）
副会長：鈴木 央子（兼総務委員長 ３年）・小林雄一郎（３年）・栗林 恵美（１年）
監 事：土田 睦巳（２年）・松山美智子（１年）
会 計：高橋 香織（２年）・小堀 照美（学校販売部）

○学年委員会

学年 委員長 副委員長
１学年 神 毅統（３組） 兼子咲嘉子（２組）・松崎 守（３組）
２学年 吉尾 俊昭（２組） 廣田 恒央（３組）・大和 順子（５組）
３学年 布施富美子（３組） 野呂 涼子（１組）・木村亜由美（２組）

○専門委員会

委員会 委員長 副委員長
生活指導 熊谷 咲子（３年） 須藤 恵美（２年）・小倉 朱美（２年）・小林扶由子（１年）
成人教育 成田 公子（３年） 葛西 寛子（２年）・山中佐智子（１年）
保健体育 福士 陽（３年） 髙橋摩衣子（３年）・篠川 幸恵（１年）
広 報 葛西 麻美（３年） 菊池眞由美（２年）・岩谷 幸子（１年）

○後援会役員の皆さんを紹介します（敬称は省略させていただきます）。

会 長：小岩 一哉
副会長：佐藤 眞・三宅 誠一・小林 貞三・鳴海 弘憲・畠山 啓穂・柴 正敏

長谷川信二・花田 淳・北山 長幸・三上 裕弘・浅利 仁・川嶋 寛巳
溝江 葉子

監 事：加藤 順治・高木 弘子
※後援会の目的は「生徒活動の育成振興と教育環境の整備を図ること」となっています。
会費は、主に次のことに使われています。
①部活動の県・東北・全国大会での宿泊費や交通費の補助
②運動部の大会で必要なユニフォーム代の補助（ローテーション方式）
③市民会館（三中祭）の借用費

我が輩はトラフズク
平成２７年５月１９日 №２

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信

５月１５日、五月晴れの空の下、スポーツフェスティバルが行われました。
開会式は静かな雰囲気で行われましたが、競技が進むごとに、クラスメートを応援す

る声が大きくなり、学級対抗リレーでは最高の盛り上がりをみせていました。
競技に向かう生徒の姿勢も立派でしたが、準備や後始末のために一生懸命活動してい

る生徒たちがとても輝いていました。
これから中体連も開催されますが、生徒の皆さんには、自分のことや試合の結果だけ

ではなく、競技活動を支えてくれている人たちにも目を向け、感謝する気持ちをもって
競技に臨んでほしいと思います。⇒裏面に中体連の組合せを掲載しています。

★各学年の団体種目の様子です！

空飛ぶじゅうたん（１年生） 長縄跳び（２年生） 借り物競走リレー（３年生）

◆ソフトテニス部女子
・第13回ｳｨﾅｰ杯東北中学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（４月４日） 団体１位（研修ﾄｰﾅﾒﾝﾄ）
・平成27年度県下ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（４月２９日）

U17個人２位 小野 心
・西北五中学校春季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（５月2日） 団体２位
・工藤杯弘前市内中学校春季選手権大会（５月３日）

個人１位 小野 心・成田花音 組 ２位 成田海音・吉崎安美 組
◆卓球部男子
・第15回東北選抜いわい杯中学校卓球大会（４月４日） 団体２位
・第23回青森県中学校卓球選手権大会（4月２５日） 団体３位

◆卓球部女子
・第15回東北選抜いわい杯中学校卓球大会（４月４日） 団体３位
・第23回青森県中学校卓球選手権大会（4月２５日） 団体２位

◆野球部
・第12回津軽地区中学校選抜野球大会（４月１９日）３位 優秀選手賞 千葉友貴

◆陸上部
・第70回北日本陸上競技選手権大会（４月２６日）

中学校男子4×１00mR ７位（中西・伊藤・山谷・篠川）
中学校男子走高跳 ４位 中西提己 ６位 山谷玲偉
中学校男子110mH ５位 原田秀悟 ６位 佐藤克昌
中学校男子3000m ８位 八島光勇 中学校男子走幅跳 ８位 阿部俊昭
中学校男子200m ５位 篠川翔太

◆柔道部
・第33回松井杯少年柔道大会（４月２９日）

中学生男子３年の部 団体３位
中学生男子60kg以下の部 個人３位 虎谷 颯

◆剣道部
・第31回竹森杯争奪剣道大会（４月２９日）

男子個人Ａ ３位 吹田龍羅
女子個人Ａ ２位 土谷陽菜 ３位 八木橋碧海

・第63回青森県中学校春季剣道選手権大会（５月５日）
男子個人 ３位 工藤 世

◆バスケットボール部男子
・平成27年度青森県中学校春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会弘前地区予選会（５月３日） ３位



６月１２日(金)の水泳競技を皮切りに第６９回弘前地

区中体連夏季大会が行われ、各競技会場で三中生の躍動

する姿が見られました。競技に参加した選手たちはもち

ろんですが、文化部に所属する一般応援の生徒たちも、

応援団や吹奏楽部と一体となり、野球競技で素晴らしい

応援を繰り広げてくれました。

このように、生徒一人一人がチーム三中を支えたこと

により、団体４種目優勝という好成績を収めることがで

きたと思います（昨年の中体連秋季大会は１種目）。

一人一人の頑張りに拍手を送りましょう！
一般応援～野球競技～

団体

１位 剣道男子、ソフトテニス女子
卓球女子、陸上男子総合

２位 サッカー、水泳女子総合
３位 水泳男子総合、バスケットボール男子

バスケットボール女子、剣道女子
柔道女子、卓球男子

個人 剣道男子

☆水泳男子
５０ｍ自由形 ３位 池田 奏

１００ｍ自由形 ３位 池田 奏
４００ｍ自由形 １位 成田雄斗

３位 小向芽申
１００ｍ背泳ぎ ４位 渡辺崇太
２００ｍ背泳ぎ ２位 渡辺崇太
１５００ｍ自由形 １位 成田雄斗

３位 小向芽申
４００ｍＦＲ ２位 成田、池田、小向、渡辺
４００ｍＭＲ ３位 成田、池田、小向、渡辺 ソフトテニス女子

我が輩はトラフズク
平成２７年６月２６日 №３（中体連特集）

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信

チーム三中の健闘光る！
～夏季中体連 団体４種目優勝～

卓球女子 陸上男子
☆水泳女子

５０ｍ自由形 ５位 吉川友那 ２００ｍバタフライ ２位 齊藤あすか
８位 皆川由帆 １００ｍ背泳ぎ ２位 齊藤あすか

１００ｍ自由形 ６位 皆川由帆 ３位 吉川友那
１００ｍ平泳ぎ ２位 吉川歩里 ５位 佐藤帆栞
２００ｍ平泳ぎ １位 吉川歩里 ４００ｍＦＲ ２位 吉川友、皆川、齊藤、佐藤
１００ｍバタフライ ２位 佐藤帆栞 ４００ｍＭＲ ２位 吉川友、皆川、齊藤、吉川歩

☆陸上男子
１年１００ｍ ７位 篠川慶太 共通走幅跳 ２位 阿部俊昭
共通２００ｍ １位 篠川翔太 ３位 米澤大貴
３年１００ｍ １位 伊藤凌哉 共通走高跳 ３位 中西提己
１年１５００ｍ ３位 棟方豪郎 ８位 片倉祐也
２，３年１５００ｍ ５位 小林雄翔 共通砲丸投 ４位 澤田 亮

７位 鈴木佑星 ５位 倉水健成
共通３０００ｍ １位 八島光勇 ６位 齋藤佑弥

６位 三ツ橋多紡 共通四種競技 １位 山谷玲偉
共通１１０ｍＨ １位 原田秀悟 ４位 山中教文

２位 佐藤克昌 共通４００ｍＲ ２位 篠川、伊藤、原田、佐藤

☆陸上女子
３年１００ｍ ５位 木村知世 共通８００ｍ ４位 三上陽加
１年１５００ｍ ２位 相馬珠花 ６位 佐藤麗乃

共通４００ｍＲ ７位 大森、佐藤、木村、三上

☆柔道男子 ☆柔道女子
５５㎏級 ２位 虎谷 颯 ４４㎏級 ２位 阿保野乃花
６６㎏級 ３位 中田 昇 ４８㎏級 ３位 髙谷志摩

３位 村谷福太

☆卓球男子 ☆卓球女子
シングルス ３位 布施公祐 シングルス １位 成田有希

６位 相馬拓斗 ５位 工藤 鳳
６位 松山俊之介 ６位 関 菜月

６位 横山侑海

☆剣道男子 ☆剣道女子
個 人 戦 ２位 工藤 世 個 人 戦 １位 八木橋碧海

３位 工藤 慎 ２位 土谷陽菜
５位 田澤 紗

☆ソフトテニス女子
個 人 戦 １位 小野 心・成田花音 ２位 成田海音・吉崎安美

５位 工藤美南・青柳真紗輝

すでに文書でお知らせしていますが、以下の日程で開催しますので、ぜひ参加ください！
６月３０日（火）１３：１０～思春期教室 １４：３５～保護者集会《３学年》
７月１４日（火）１３：１０～思春期教室 １４：３５～保護者集会《１学年》



弘前、岩木、相馬合併１０周年記

念事業として、５月２３日～６月２

８日まで弘前市立博物館において特

別企画展「浮世絵の美－平木コレク

ションの名品－」が開かれました。

５月２３日の開会式に、本校の美

術部が招待され、部長の 庄 司茉愛
しよう じ ま い

（３年）さんがテープカットの大役

を果たしました。

弘前市と台湾の国際交流

事業の一環として、６月１

日に台湾の台南市にある黎
たいなん し れい

明高級中学校３７名の皆さ
めい

んが三中に来校しました。

はじめに、全校生徒によ

る歓迎のセレモニーを体育館で開き、三中からは

生徒会による学校紹介、吹奏楽による演奏を披露

し、特に、吹奏楽部の迫力ある演奏に黎明高級中
れいめい

学校の皆さんが大変感動していました。

対して、黎明高級中学校からは、リコーダーの
れいめい

演奏や歌の披露、台南市や学校の紹介がありまし

た。

リコーダー演奏によるアニメ「千と千尋の神隠

し」の曲がとても印象的でした。

我が輩はトラフズク
平成２７年７月１７日 №４（文化関係特集）

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信
歓迎のセレモニーの後には、１年生５クラスの授業に参加してもらい、学習を通して交流し

ました。
１組（国語） ２組（保体） ３組（英語）

日本のひらがなを筆ペンで書写し、 台湾の生徒と一緒にグループをつくり、 英語を使ったゲームを通して

作品を紹介し合いました 長縄跳びに挑戦しました 交流しました

４組（技術） ５組（数学）

コンピュータを使ってアニメーション作品を制作し、 計算を使ったトランプゲームで

紹介し合いました 交流しました

★お別れのセレモニー 生徒会長 成田実央さんのお別れのことば★
み お

黎明高級中学校の皆さん、本日は素敵な歌と演奏を聴かせてくださり、ありがとう
れいめい

ございました。皆さんの音楽を聴くことで、今まで行ったことのない台湾を想像する
ことができ、いつか行ってみたいと思いました。また、音楽で交流できたことで、心
がつながったように感じられました。
違う場所で生まれ育った私たちですが、世界に生きる若い世代の一員として、今後

も国際交流を深めていきましょう。

７月１３日、弘前市文化スポーツ振興課主査の今関 勝
いまぜきまさる

さんを講師に招き、全校生徒を対象とした道徳講話を開
きました。
今関さんは、過去にいじめに遭い、高校を退学しなが

らもプロ野球選手となり、さらには、アメリカ独立リー
グに挑戦するなど、困難を乗り越えながら常に夢に向か
って挑戦し続けてきました。
これまでの経験をもとに、演題の「苦しい時、前向き

に考えるには」どうしたらよいのかについて、熱くお話
ししていただきました。
たくさんの人たちから様々な角度からのお話を聞くことで、視野を広げ、自分なりの新たな

チャレンジや周りの人たちへの思いやりにつなげていってほしいと願っています。

７月２２日（水）からは、８月２３日（日）までの長い夏休みに入ります。

８月２４日（月）には、全校生徒・職員が全員元気にスタートできるよう、まずは、健康で

安全な生活を心掛けてほしいと思います。



７月２２日から始まった３３日間の夏休み終え、８月２４日（月）からいよいよ２学期がス
タートしました。
始業式では、校長先生から「うまくいかない時、どうするのか？困った時は、自分を成長さ

せるチャンスだと捉えてほしい」というお話がありました。
長い２学期がスタートしましたが、良い結果を生み出すためには、地道に良い準備を積み重

ねていくことが必要です。苦しい時を、チャンスと捉え、自分を少しずつ成長させていきまし
ょう！

２学期始業式 「２学期に向けて」
生徒代表 ３年３組 田中香彩

今年の４月、弘前第三中学校の最高学年となり、
あっという間に１学期が過ぎました。修学旅行からス
タートし、最後の中体連、最後の野外体験学習と、
一つ一つの「最後の行事」を成功させてきました。
これからもまだ、たくさんの最後の行事があります
が、仲間と共にたくさんの思い出をつくっていきた
いと思います。
さて、２学期の始まりを迎え、私には頑張りたい

ことが二つあります。
一つ目は受験勉強です。私は、夏休みに弘前南

高校へ体験入学に行ってきました。体験入学に行っ
てみると、中学とは違い、勉強する教科が多いこと、
だからこそ予習復習が大事になることが分かりまし
た。これまでも少しずつ自分なりに受験を意識して勉強も始めていたのですが、今まで以上に、
志望校合格を目指し、勉強に力を入れていきたいという思いが強くなっています。
二つ目は、三中祭です。私は生徒会執行部の一員として、たくさんの学校行事を運営して

きました。各行事では、反省点もたくさん挙げられましたが、一歩一歩確実に成長していると
思います。生徒会執行部として、一番最後の大きな行事である文化祭を成功させ、文化祭当
日には全校生徒の皆さんと感動を共有できるように、執行部の仲間と共に準備を頑張っていき
たいと思います。

９月１０日（木）１３：１０～１４：３０、本校体育館において、食育に関する講演会が開

催されます。弘前大学の高橋一平先生を講師としてお招きし、健康の基礎知識等のお話をいた

だき、お味噌汁の実食も行う予定にしておりますので、保護者、地域の方もぜひ参加いただけ

ればと思います。

詳細に関する問合せは、学校まで電話連絡をお願いします。

我が輩はトラフズク
平成２７年８月３１日 №５

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信
◆サッカー部
・つがるサッカーリーグ（７月５日） 第２位

◆卓球部（女子）
・第１７回岩木山杯卓球大会（７月５日）

中学女子シングルス 第２位 奈良岡明梨
第３位 工藤 鳳

・第66回青森県中学校体育大会夏季大会（７月１９～２０日）
団体 第２位 成田有希、横山侑海、奈良岡明梨、蝦名吟嶺、鎌田玲那、関 菜月

工藤利奈、工藤 鳳
※東北大会出場

◆剣道部（女子）
・弘前八幡宮奉納武道大会 個人 第１位 田澤 紗

◆陸上部（男子）
・第61回全日本中学校通信陸上競技大会 青森大会

共通４×100mR 第８位 佐藤克昌、原田秀悟、伊藤凌哉、篠川翔太
共通110mH 第５位 原田秀悟
混成得点 第７位 山谷玲偉
共通走高跳 第８位 中西提己

・第66回青森県中学校体育大会夏季大会（７月１９～２０日）
四種混成競技 第７位 山谷玲偉 共通１１０mH 第５位 原田秀悟
３年１００ｍ 第６位 伊藤凌哉 共通男子走高跳 第６位 中西提己
共通４×100mR 第８位 佐藤克昌、原田秀悟、伊藤凌哉、篠川翔太

◆ソフトテニス部（女子）
・第66回青森県中学校体育大会夏季大会（７月１９～２０日）

団体 第１位 小野 心、成田花音、成田海音、吉崎安美、工藤美南、青柳真紗輝
林 亜依、太田明日香

個人 第１位 小野 心、成田花音 第３位 成田海音、吉崎安美
※団体、個人共に東北大会出場

・第60回弘前市民総合体育大会
Ａ級 第２位 小野 心、成田花音
Ｂ級 第１位 髙阪英恵、山中みゆう 第３位 米谷美空、花田夏美

・第10回U14青森県ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
個人 第５位 工藤美南、青柳真紗輝

・競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ青森県中学生学年別ｼﾝｸﾞﾙｽ大会
２年個人 第３位 青柳真紗輝

◆野球部
・第46回青森県少年軟式野球大会 第１位

◆水泳部（男子）
・第66回青森県中学校体育大会夏季大会（７月１９～２０日）

1500m自由形 第１位 成田雄斗 男子400m自由形 第１位 成田雄斗
・第47回東北中学校水泳競技大会

1500m自由形 第１位 成田雄斗 男子400m自由形 第１位 成田雄斗
※1500m自由形で全国大会出場
（女子）

・第66回青森県中学校体育大会夏季大会（７月１９～２０日）
女子200mバタフライ 第８位 齊藤あすか

・第54回弘前市民水泳競技大会
総 合 第１位 吉川友那、皆川由帆、齊藤あすか、佐藤帆栞、吉川歩里
２００ｍＭＲ 第１位 吉川友那、吉川歩里、齊藤あすか、皆川由帆
２００ｍＦＲ 第１位 皆川由帆、吉川友那、齊藤あすか、佐藤帆栞
５０ｍ自由形 第１位 吉川友那 １００ｍ背泳ぎ 第１位 吉川友那
１００ｍ自由形 第１位 皆川由帆
５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第１位 齊藤あすか、皆川由帆
１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第１位 佐藤帆栞
５０ｍ背泳ぎ 第１位 吉川歩里
１００ｍ背泳ぎ 第１位 吉川友那 第２位 吉川歩里
２００ｍ個人Ｍ 第１位 佐藤帆栞

◆吹奏楽部
・第57回青森県吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ弘前地区大会（７月１１日） 金賞

＊裏面に弘前地区中体連秋季大会の組合せを掲載しております（9/11～13）



第６９回弘前地区中学校体育大会秋季大会が、９月１１日（金）から１４日（月）まで行
われ、各競技会場で熱戦が繰り広げられる中、２年生を中心とするチーム三中が素晴らしい
活躍を見せてくれました。
今回の秋季大会で良い結果が出た人もいれば、不本意な結果に終わった人もいると思いま

す。今大会での課題をこれからの練習で克服し、来年度の夏季大会につなげてほしいと思い
ます。

団体
１位 サッカー、ソフトテニス女子

卓球女子、柔道１年男子
２位 剣道２年男子
３位 バレーボール男子

水泳男子総合、水泳女子総合
７位 陸上男子総合

サッカー部個人

☆ソフトテニス女子
個 人 戦 １位 工藤美南・青柳真紗輝

２位 三上 遥・林 亜依
３位 花田夏美・髙阪英恵
３位 溝江真桜・太田明日香
５位 浅野梓巳・大和由妃

☆卓球男子
シングルス ５位 松山俊之介
☆卓球女子 女子テニス部
シングルス １位 関 菜月

３位 工藤 鳳
５位 工藤利奈
６位 鎌田玲那

☆剣道男子
１年個人 ５位 一戸陽介 濱田蒼心
２年個人 ５位 鈴木滉大 吹田龍羅

☆剣道女子
１年個人 １位 工藤果穂
２年個人 ２位 田澤 紗

女子卓球部

我が輩はトラフズク
平成２７年９月１８日 №６

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信
☆柔道男子
個人５５㎏級 １位 成田 駿

９０㎏級 ２位 佐伯翼斗

６０㎏級 ３位 太田翔琉

☆陸上男子
１年１５００ｍ ３位 棟方豪郎

１年走り幅跳 ３位 篠川慶太

２年走り幅跳 １位 山中教文

２年１５００ｍ ２位 三ツ橋多紡

共通４００ｍ ２位 名古屋雄介 柔道部（１年）

２年砲丸投 ３位 倉水健成

７位 土田大雅

２年１００ｍ ６位 品澤克洸

８位 上村晃大

共通男子４×１００ｍＲ ５位

☆陸上女子
１年８００ｍ １位 相馬珠花

２年８００ｍ １位 三上陽加

☆水泳男子
４００ｍ自由形 １位 小向芽申

２００ｍ自由形 ２位 小向芽申 ５位 渡辺崇太

１００ｍ自由形 ３位 小向芽申 ５位 渡辺崇太

５０ｍ自由形 ５位 渡辺崇太

☆水泳女子
１００ｍバタフライ １位 佐藤帆栞 ２００ｍ個人Ｍ ４位 佐藤帆栞

１００ｍ平泳ぎ ２位 吉川歩里 １００ｍ背泳ぎ ２位 齊籐あすか

２００ｍ背泳ぎ ２位 齊籐あすか

３位 吉川歩里

第19回弘前市中学校合同演劇発表会において、

演劇部が最優秀賞を受賞し、見事、11月６、７日

に十和田市で開催される第14回青森県中学校総合

文化祭に弘前地区代表として出場することになり

ました。

演劇部の素晴らしい演技は、三中祭でも披露さ

れる予定になっていますので、楽しみにしたいと

思います！

9月２５日（金）１０：４０から本校体育館において、腰塚勇人氏を講師とする道徳講
は や と

演会を三中学区の小・中学校が合同で開催します。腰塚氏は、スキーの大事故で首の骨を
折り、全身マヒの体となりながら、その後、懸命のリハビリにより社会復帰を果たした方
で、全国各地で「命の授業」を通して、命の大切さなどを伝えています。
お時間のある方は、ぜひ、聴きにおいでください。



朝晩の冷え込みが日に日に増し、学校の敷地内でも秋の深まりが感じられるようになり
ました。平成２７年度もちょうど折り返しの時期を迎え、学校行事も佳境を迎えています。
そこで、今回の学校通信では、９月下旬からの主な行事を紹介していきたいと思います。
なお、１０月２４日（土）、２５日（日）には、２学期最大の行事である文化祭が開催

されますので、ご都合のつく保護者や地域の皆さまには、ぜひご来校いただき、生徒たち
の作品や発表をご覧いただければ幸いです。

三中学区小中連携協議会（チーム「シゲ」）の
取組の一つとして、学区の小学校６年生を本校に
招き、道徳講話を開催しました。
弘前市教育委員会の後援により、腰塚勇人さん

は や と

を講師として招き、貴重なお話を聴くことができ
ました。腰塚さんは、大学卒業後、中学校の体育
教師となりましたが、スキーでの転倒で首の骨を
折り、首から下がまったく動かなくなる大けがを
負いました。当時、医師からは「一生、寝たきり
か、よくて車イス」の宣告を受け、あまりの絶望
に「自殺未遂」するまでにいたりました。
しかし、その後、様々な人々の応援と励ましを受け、「自分の命があらゆるものに助けら

れ、生かされていること」に気付き、奇跡的な回復を果たしました。
たくさんのことを考えさせられた１時間でしたが、講演の中で紹介された、腰塚さんから

の「５つの誓い」を、三中で生活する全員が心がけていければと思います。

一、口は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おう
二、耳は人の言葉を最後まで聴いてあげるために使おう
三、目は人の良いところを見るために使おう
四、手足は人を助けるために使おう
五、心は人の痛みがわかるために使おう

秋晴れの下、２０回目のグリーンカップ争奪スポーツ大会（三中学区小・中学校ＰＴＡ対
抗スポーツ大会）が開催されました。
本校からも４種目の競技（野球・ソフトバレーボール・卓球・バドミントン）に総勢

４０名が参加し、熱戦を繰り広げるとともに、小学校のＰＴＡの皆さんと親睦を深める
ことができました。
幸い大きなケガもなく終えることができ、心地よい１日を過ごすことができました。
参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。

★結 果★
野球 第２位
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 第４位

総合第３位
卓球 第４位
バドミントン 第２位

我が輩はトラフズク
平成２７年１０月２０日 №７

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信
第６７期生徒会役員を選ぶための立会演説会及

び選挙が実施されました。

２年生を中心とする新しい生徒会の役員を決め
る大切な演説会でしたが、演説した生徒はもちろ
んのこと、聴いている生徒の態度も大変立派でし
た。
三中祭が終わるまでは、実質、３年生中心の生

徒会活動となりますが、今後は、新生徒会長とし
て選ばれた工藤羽流さんを中心とする新しい役員

は る

を三中生みんなで支え、よりよい学校になるよう
一丸となって頑張っていきましょう！

第67期生徒会役員
・生徒会会長 工藤 羽流 ・文化環境委員長 葛西 優花
・２年副会長 木村 楓 ・体育委員長 須藤 晃亜
・１年副会長 大川 若奈 ・ＪＲＣ委員長 三上 陽加
・学習委員長 浅田 甘寧 ・図書委員長 土田 大雅
・規律委員長 岩渕 圭吾 ・給食委員長 丸屋 紫音
・保健委員長 吉尾 京華 ・代議員長 三上 龍法

１０月初旬の秋晴れの日、本校体育館に各学級の澄み切
った歌声が響き渡りました。
１学期の音楽の授業で取り組み始めた合唱を約２週間の

合唱タイムで仕上げてきました。練習の最中には、様々な
ドラマがあったことと思いますが、コンクールを終えた後
に、皆さんの心にはどのような思いがわいてきたのでしょ
うか？
結果は良いにこしたことはありませんが、学級全員で ３の３

１つのことをやり遂げるために大切なことは何なのか？
自分は学級のために何ができて、何ができなかったのか？
この合唱コンクールで味わった感覚や思いをこれからの生
活に生かすことの方がより大切だと思います。
文化祭への取組にぜひ、生かしてほしいと思います。

金賞 ３年３組 ２年５組 １年３組

銀賞 ３年４・５組 ２年１・２組 １年２・４組
銅賞 ３年１・２組 ２年３・４組 １年１・５組

２の５
指揮者賞 対馬 大晟（1-2） 佐々木泰斗（1-4）

佐々木優奈（2-1） 茂戸藤茉樹（2-5）
砂田 さら（3-1）

伴奏者賞 髙阪 英恵（1-1）
齋藤 悠樹（2-2） 川越 縁（2-5）
成田 花音（3-3） 成田 海音（3-4）
安田 衣似（3-5）

１の３



◆英語科
・第５４回中学校英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ（9月８日）

１年暗唱の部 ２位 兼子 七海
２・３年暗唱の部 ３位 木村 楓

創作の部 ５位 成田 千紘
学校賞 ２位

◆美術科
・第15回 全国中学校総合文化祭 東京大会

絵画の部 入選 浅田 甘寧 木村 楓
堀内 響葉

◆国語科
・第63回弘前地区少年防犯弁論大会

英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ

奨励賞 大森 亜美
・公益社団法人全日本書道教育協会主催第100回記念書教展席書大会

文部科学大臣奨励賞 奈良 乃恵瑠
◆保健
・平成27年度歯科保健啓発標語ｺﾝｸｰﾙ

銀賞 小友 皓介 銅賞 兜森 ちよ
◆卓球部
・平成27年度全日本卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄの部)青森県予選会（８月２９日）

１３歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ５位 松山 俊之介
１４歳以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ ２位 関 菜月（全国大会出場）

５位 工藤 利奈 工藤 鳳
・第22回津軽地区中学校学年別卓球選手権大会（９月２６日）

１年男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位 松山 俊之介
２年女子ｼﾝｸﾞﾙｽ ２位 関 菜月

５位 鎌田 玲那 工藤 利奈
・第８５回秋季弘前地区中学校卓球選手権大会

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １位 関 菜月・工藤 鳳 ３位 工藤 利奈・金子 友莉亜
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ １位 関 菜月

５位 工藤 鳳 成田 留郁
・第４９回鈴木杯県下中学校卓球大会（１０月１２日）

男子団体 ３位
個人 ３位 布施 公祐

女子団体 １位
個人 ３位 関 菜月 鎌田 玲那

◆吹奏楽部
・全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ第57回青森県大会 銀賞

◆バスケットボール部
・第37回東中OB球友会杯ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会（8月２３日）

男子 ２位 優秀選手賞 横山 寛汰
女子 ２位 優秀選手賞 齋藤 光

◆ソフトテニス部
・平成27年度田村杯市内中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ秋季選手権大会（８月２２日）

女子個人 １位 工藤 美南・青柳真紗輝 ３位 三上 遥・太田明日香
・平成27年度西北五中学校夏季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（８月２３日） 女子団体 ２位
・第61回津軽地区中学校秋季ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会（９月２２日）

女子個人 ２位 工藤 美南・青柳真紗輝 ５位 三上 遥・太田明日香
・第39回黒石市長杯ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（９月２６日）

中学女子 ２位 工藤 美南・青柳真紗輝 ３位 三上 遥・林 亜依
ｵｰﾌﾟﾝB ２位 工藤 美南・青柳真紗輝
ｵｰﾌﾟﾝA ２位 成田 海音・吉崎 安美

・第59回青森県下中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会（１０月３日） 女子団体 3位
・西北五中学校秋季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会（１０月１１日）

女子個人ｵｰﾌﾟﾝ ２位 工藤 美南・青柳真紗輝 ５位 三上 遥・林 亜依
５位 溝江 真桜・大和 由妃

１年女子団体 １位
１年女子個人 ３位 髙阪 英恵・花田 夏美 ５位 森山愛祐華・神 理菜子

５位 坂本ひなた・稲垣アイリーン

◆陸上部
・ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上競技大会県予選会（８月２３日）

ABC男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ ７位 ４３ｍ４４ 篠川 翔太
ABC男子円盤投 ５位 ２３ｍ１９ 齋藤 佑弥

６位 ２２ｍ６９ 倉水 健成
８位 ２０ｍ５７ 伊藤 凌哉

・第25回青森県中学校新人陸上競技選手権大会（１０月４日）
男子2年走幅跳 ７位 ５ｍ３１ 山中 教文

－ 三中祭１日目 － － 三中祭２日目 －
１０月２４日（土） １０月２５日（日）

会場：三中 会場：市民会館

7:55 登校 9:00 登校（三中）
8:20 全体学活 9:20～10:00 三中祭片付け
8:40 開祭式 12:20 市民会館集合

9:45 シゲ学習報告会 12:50 ダンス発表
11:00 保健委員会発表 13:30 演劇
11:30 展示見学･昼食 15:00 吹奏楽発表
13:30 バラエティーショー 15:45 閉祭式
17:10 ｻﾝｾｯﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 16:20 退下
18:10 退下



１０月２４日（土）、２５日（日）、「Ａｄｖａｎｃ

ｅ～踏み出せ明日への一歩～」をテーマに今年度の三中

祭が開催されました。２日間とも天候には恵まれません

でしたが、第６６期生徒会執行部の生徒を先頭に、素晴

らしい盛り上がりを見せた２日間でした。

特に、ステージ発表を鑑賞する生徒の態度は立派で、

先生方が大きな声で指導しなくても、けじめのある行動

を取ることができまし

た。ぜひ、これからの学

校生活にも生かしていっ

てほしいと思います。

また、２４日には、Ｐ

ＴＡの皆さんのご協力の

もと、三中食堂や模擬店

が開かれ、温かいそばやうどん、フランクフルトなどが

販売され、生徒や来校した方々を大変喜ばせました。模

擬店については、悪天候のため、急に予定の販売場所を

変更することになってしまいました。笑顔で対応してい

ただいＰＴＡの皆さんに、心より感謝申し上げます。

生徒の皆さんも、保護者や地域の方々の協力や支えに

よって三中祭が成り立っていたことに、改めて感謝して

ほしいと思います。

２５日は、市民会館に場所を移し、ダン

ス、演劇、吹奏楽の発表や演奏が行われ、

第６６期生徒会役員の閉祭セレモニーによ

って、平成27年度三中祭の幕が降ろされ

ました。閉祭式の振り返りの映像や生徒会

長の成田実央さんの最後の挨拶、涙を見

て、舞台裏で苦労して支えていた人たちが

たくさんいたことに改めて気付かされまし

た。表舞台に出なくとも、陰で努力し、支

えてくれた生徒の皆さんに、心から拍手を

送りたいと思います。

さて、三中祭が終わり、いよいよ第６７

期生徒会役員が中心となり、新たな一歩を踏み出すことになります。文化祭でも発揮さ

れた三中の良さを引き継ぎ、さらに新しいものを創り上げていってほしいと思います。

我が輩はトラフズク
平成２７年１１月２４日 №８

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信

本校の保健委員会（成田有希・
澤田京佳・今井次元（３年）、
吉尾京華・木村楓・岸ほのか（２年）、
山谷海斗・尾﨑美海（１年））が、三中
祭で発表した「明日への健康プロジェク
ト～しあわせ家族～」を県内の先生方が
集まった研究会（平成27年度青森県学
校保健・安全・給食研究大会）でも披露
しました。
将来、「しあわせ家族」をつくるため
の条件は、健康であり続けること。その
ために、今、私たちができることは何な
のか、という内容を工夫を凝らした演出
で立派に発表してくれました。県内各地
の先生方からは、「内容も態度も立派
で、感動しました！」というお褒めのことばをたくさんいただきました。

◆美術科
・第119回 美術団体国土社美術展覧会

東奥ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ賞 浅田甘寧
入選 齋藤美来、成田芙樹、大川若奈、姫野紗季、藤嶋綾香、中野結花、佐藤香里

三上祐美、堀内響葉、石田真月、中村真菜
・第三十三回弘前地区中学校薬物乱用防止ﾎﾟｽﾀｰ展

金賞 岸ほのか 銀賞 兼子七海、安田衣似
入選 須藤早貴、成田一樹、土谷陽菜

◆野球部
・第六回 石ﾉ森章太郎旗争奪東北中学校選抜野球大会（10月12日）
敢闘賞 松本拓真

◆ソフトテニス部
・津軽地区中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ秋季錬成大会（10月17日）

男子団体 2年下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄの部 第２位
女子団体 2年決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄの部 第１位 2年下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄの部 第１位

◆卓球部
・第51回青森県中学校新人卓球大会（11月1日）

女子個人 第２位 関 菜月 第５位 工藤 鳳



１年間の中で最も長く、たくさんの行事が行われた二学期も明日で終わり、1月１４日

（木）までの冬休みに入ります。

３年生の福祉体験学習から始まり、中体連新人戦、生徒会役員選挙、合唱コンクール、そ

して、生徒会最大の行事である三中祭で大いに盛り上がり、三中生一人一人の良さを全校で

共有することができました。また、１１月には、２年生の職場体験学習も実施されました。

もちろん、行事だけではなく、授業をはじめとする様々な学習も進められ、生徒それぞれ

に成長が見られるのではないでしょうか。

１年生は、すっかり中学生らしい姿になってきたように感じます。勉強や部活動、友人関

係など悩みが多くなってきている人も多いかもしれませんが、来年の春には、魅力ある“先

輩”になれるよう、困難を乗り越えていってほしいと思います。

２年生は、いよいよ生徒会活動の中心となって動き始めて

おり、最高学年になる準備が少しずつ始まっています。これ

までの学びと経験を糧に、一段と飛躍してほしいと思い

ます。

３年生は、様々な場面で最高学年にふさわしい姿を見

せてくれました。学習に向かう姿勢も、日に日に意欲的

になっており、最も成長を感じています。新年を迎えると、

あっという間に受験が始まります。自分なりの目標を達成できるよう、１日１日を大切に過ご

してほしいと思います。

今年一年間を振り返り、新たな目標を決めて、新年を迎えてほしいと思います。

１２月１４日（月）、三大地区地域づくり連絡
協議会が主催する「三中生と語る会」が三大小学
校クラブハウスで開催されました。
三大小学区の地域の方と三中生が意見交換する

この会も１７回目を数え、今年度は「選挙権１８
歳以上～社会の一員として自分を活かすために
～」というテーマで話合いが行われました。
本校からは、生徒会長の工藤羽流さんをはじめ

１２名の生徒会執行部生徒が参加し、３０人ほど
の地域の方と意見交換しました。
少し難しいテーマであったため、初めは、なか

なか自分の考えを発表することが難しい様子でしたが、徐々に自分の意見を発表するようにな
り、工藤羽流さんは、最後の全体会で「家族の中で、もっと選挙の話題を増やすよう心掛けた
い。今日は、有意義な話合いに参加できてよかった」と立派な態度で発表してくれました。
選挙権のことはもちろんですが、生徒のみなさんがたくさんの地域の方々から見守られなが

ら生活していることや、自分が地域のためにできることを考えるきっかけにしてくれればと思
います。

我が輩はトラフズク
平成２７年１２月２１日 №９

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信

評価は（Ａ：よく当てはまる Ｂ：少し Ｃ：あまり Ｄ：当てはまらない）の４段階で、数値は％

１２月上旬にお願いしました「学校評価のための保護者アンケート」の集計が終わりました
のでご報告します。
ＡＢ評価の合計が、昨年度よりも上昇した項目が、２０項目中１６項目あったことは、大変

うれしい結果だと思います。しかし、№４「授業は分かりやすい」が昨年度よりも下降し、そ
の他にも、授業づくり（№７）や学力の定着（№８）に関する評価が低くなっています。
この反省をもとに、来年度に向けた改善方法を検討し、３学期からできることについては、

さっそく取り組んでまいりたいと思います。
今後も家庭、地域と協力しながら学校運営を進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いします。
質 問 項 目 比較 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

子 １ お子さんは進んであいさつをしている。 é 45 42 12 1

供 ２ お子さんは友だちに親切にしている。 é 57 40 3 0

の ３ お子さんは人の話をしっかり聞いている。 é 29 52 18 1

様 ４ お子さんは「授業は分かりやすい」と言っている。 ê 11 47 37 5

子 ５ お子さんは進んで家庭学習をしている。 é 30 35 26 9

６ お子さんは進んで手伝いをしている。 é 14 40 34 12

７ 学校は自ら学ぶ意欲が高まるような授業をしている。 é 15 58 23 4

８ 学校は基礎学力が定着するような授業をしている。 é 21 59 18 2

９ 学校は読書指導、社会体験活動などを通して、豊かな感性 é 35 54 10 1

学 など生きる力の基礎を育成している。

校 10 学校は道徳の時間をはじめ、普段の生活における指導を通 é 30 57 12 1

の して、思いやりをもって行動できる子どもを育成している。

取 11 学校は保護者や地域の協力を得て、登下校の安全を確保し é 44 47 8 1

組 ている。

12 学校は欠席者や遅刻者の把握をして、健康で楽しい学校生 é 43 49 8 0

活が送れるよう指導している。

13 学校は教室や廊下の掲示、花壇や図書など子どもが学ぶ環 é 49 46 4 1

境を整備している。

14 学校は参観日、学校だよりや学年・学級だよりなどで、教 é 53 39 7 1

育方針、生徒や学校の様子をわかりやすく伝えている。

家 15 授業参観や学級懇談会に参加している。 ê 32 36 23 9

庭 16 ＰＴＡ活動に参加している。 ê 14 18 32 36

の 17 家庭では「早寝」「早起き」「朝ご飯」の大切さを教えている à 54 39 7 0

取 18 お子さんとは学校の様子について話をしている。 é 52 39 8 1

組 19 時間や決まりを守ることなどを教えている。 é 72 26 2 0

20 配付される学校だよりや学年・学級だよりなどを読んでいる。 é 61 31 7 1
※「比較」の欄は、昨年度と比較し、ＡＢ評価の合計が上昇した場合é 、ＣＤ評価の合計
が上昇した場合ê

※反転文字は、昨年度よりも５％以上上昇したことを表す
★回収率８９％（昨年度は９４％）



◆国語科
・弘前市納税作品展（１０月１７日）

習字の部 市長賞 奈良 乃恵瑠 作文の部 銀賞 成田 有希
銅賞 相馬 舞桜 銅賞 鳴海 明香里

佳作 瓜田 凜風
・第59回JA共済青森県小･中学生書道ｺﾝｸｰﾙ（１０月３０日）

書道半紙の部 特選 奈良 乃恵瑠
・漢字検定（１０月３１日）

準二級 砂田 さら
三級 兼子 七海 佐藤 香里 舘山 愛夢 柿崎 里奈

石田 太陽 菊本 夏美 成田 実央 奈良 乃恵瑠
熊谷 陽斗 太田 安優 成田 澪玲 棟方 美衣
黒滝 宥佑 相馬 拓斗 溝江 未希子

四級 石田 真月 大川 若奈 三上 海斗 赤石 美咲
平野 愛生 秋田谷 野乃 山下 真由子

・青森県納税作品展（１１月１７日）
習字の部 金賞 奈良 乃恵瑠
作文の部 佳作 成田 有希

◆保健
・平成27年度青森県統計ｸﾞﾗﾌｺﾝｸｰﾙ（１２月１日）

佳作 木村 楓

◆卓球部
・第57回NHK杯青森県卓球選手権大会（１１月２８日）

女子団体 第１位

◆バレーボール部
・第30回鎌田杯争奪中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会（１２月５日）

優秀選手賞 男子：原田 道玄 女子：葛西 沙羽

三中のあいさつ運動について（お願い）
三中学区の小・中学校では、毎月１日をあいさつ運動の日として、中学校

区全体であいさつ運動に取り組んできており、来年も継続して取り組んでい

きたいと考えています。

つきましては、弘前市の「あいさつ運動、ことばをかけて見守る運動」の

実施と併せ、以下のように運動を実施しますので、寒い中

ですがご協力のほどよろしくお願いします。

日時：１月１９日（火）・２月１日（月）
７：３０～８：００

場所：三中校門前



２０１６年を迎えてから少し経ちましたが、いよいよ３学期が始まり
ました。
特に３年生は、義務教育最後の時期を迎え、いよいよ自分の

進路を決める大切な学期です。勉強はもちろんですが、進路決
定を通して、心も成長させていってほしいと思います。
２年生は、学校をリードする最高学年としての力を、１年生

は、４月から「先輩」と呼ばれるにふさわしい力を身に付ける
学期にしてほしいと思います。
さて、生徒のみなさんは、どんな目標をもって学校生活をス

タートさせたでしょうか？
すでに学級の時間などを使って、自分なりに学習や生活、部

活動などに関する目標を決めて、学校生活を送っている人も多いと思います。ある時期
になったら自分自身が「こういう自分になっていたい」という長期の目標を立てたら、
その実現のために、今の自分が少し頑張れば達成できそうな短期の目標も立てることが
大切です。日々、小さな達成を積み重ねていくことで、目標の自分に近付くことができ
ると思います。
ぜひ、４月からの自分の姿を思い描きながら、コツコツと小さな達成を積み重ねる学

期にしてほしいと思います。
保護者、地域の皆様方におかれましては、昨年と同様、本校の教育活動に変わらぬご

支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本校では、１学期と２学期末に生徒を対象とした意識調査を実施し、授業づくりをは
じめとする取組の工夫・改善に生かしています。
２学期の集計結果（一部抜粋）から、子どもたちの様子や今後の取組について考えて

みたいと思います。

＊（１学期の数値→２学期の数値） 太数字は１学期よりも上昇している部分

Ｑ１ あなたは、どんなことを一番頑張ろうとして学校に来ていますか？
＊「勉強」を一番にした割合

１年（49→42％） ２年（45→46％） ３年（42→73％） 全体（45→54％）

Ｑ５ あなたは授業中、先生の話や友達の発表をよく聞いていますか？
＊「よい」・「まあまあ」と答えた生徒の割合

１年（92→83％） ２年（92→90％） ３年（86→94％） 全体（90→87％）

Ｑ６ あなたは授業中、進んで質問したり発表したりしていますか？
＊「よい」・「まあまあ」と答えた生徒の割合

１年（69→64％） ２年（60→59％） ３年（54→61％） 全体（58→62％）

Ｑ９ あなたは毎時間の授業のめあてがわかりましたか？
＊「よい」・「まあまあ」と答えた生徒の割合

１年（87→80％） ２年（82→88％） ３年（73→75％） 全体（81→82％）

我が輩はトラフズク
平成２８年１月２１日 №１０

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信
Ｑ10 あなたは授業が終わった時、その時間に学習した内容が理解できていますか？

＊「よい」・「まあまあ」と答えた生徒の割合（五教科（国社数理英）平均）
１年（80→76％） ２年（76→81％） ３年（71→80％） 全体（76→78％）

Ｑ11 あなたは宿題をしてきていますか？
＊「よい」・「まあまあ」と答えた生徒の割合

１年（81→76％） ２年（79→83％） ３年（66→78％） 全体（78→79％）

Ｑ12 あなたは宿題以外の勉強をしていますか？
＊「よい」・「まあまあ」と答えた生徒の割合

１年（60→56％） ２年（47→63％） ３年（44→74％） 全体（51→65％）

Ｑ14 あなたはどんな授業の時に一番、学習に対して意欲的になりますか？
＊「よく分かる授業」と答えた生徒の割合

１年（38→34％） ２年（36→35％） ３年（51→48％） 全体（40→39％）
＊「話合いなど友達と協力する活動のある授業」と答えた生徒の割合

１年（25→36％） ２年（33→28％） ３年（18→18％） 全体（27→27％）

・全体的な傾向を見ると、３年生の学習への意欲がかなり高まっている一方で、１年生
の意欲が下がってきています。

・学校で出された宿題をしっかり行うことのできる生徒が徐々に増えてきており、宿題
以外の学習に取り組む生徒も６割を超えてきています。

・１時間の授業のめあてを８割以上の生徒が理解している一方で、依然として２割近い
生徒が理解できていません。

・生徒は「分かる授業」を求めており、１年生は友達と協力する授業を求めている割合
が他学年よりも高くなっています。

この結果を受け、以下のような点について取組を進めていきたいと考えています！

☆「分かる授業」を実践するために、めあてをはっきりと提示し、まとめ
や振り返りの場面を設定する。

☆「学び合い」の活動をより一層効果的に授業に取り入れる。
☆ＩＣＴ３点セット（電子黒板機能付きプロジェクター・実物投影機・教
師用タブレット）を活用し、生徒の意欲を高めたり、思考を深めたりす
る。

☆学校での授業を家庭学習にうまくつなげていけるよう指導を工夫する。

「ジャンボおらほのいろはカルタ
～弘前」大会

三中学区の小・中学生を対象としたジ
ャンボカルタ大会が今年度も開催されま
す。
この大会は、三中学区の大人から子ど

もたちまでが世代を越えて交流すること
を目的として昨年度からはじまった行事
です。
使用されるカルタは昨年度、三中学区から読み札

を募集し、その絵を本校の学校評議員でもある絵師
の山内崇嵩（和人）氏が描いて完成させたものです。
生徒、保護者・地域の皆さん、ぜひ、文京小体育

館においでください！

☆日時：１月３０日（土）１０：００～
☆場所：文京小体育館 ＊内履きを持参ください！



２月１０日（水）４校時。１２日（金）に実施された私立高校入試の事前指導が、２階多
目的ホールで行われました。
３年生の真剣な表情からは、これまでにない緊張感と共に、３年生一人一人の成長を感じ

ることができました。また、３年生の旅立ちの時が、いよいよ迫ってきたことを感じさせる
場面でもありました。
３年生の事前指導が終わると、今度は、来年度三中に入学予定の子どもたちと保護者が同

じ場所に集まりました。体育館工事が行われていたため、今年度の入学説明会は、全体会を
２階多目的ホールで行い、新入生に対する生徒会の説明を３年生の教室で行いました。
５つの教室それぞれで、生徒

会執行部の生徒たちが、ＩＣＴ
機器を活用しながら、三中の１
日の様子などを説明してくれま
した。
例年と違う形での説明会とな

りましたが、事前準備などをし
っかり行い、立派に運営してく
れました。また、準備や後始末
も、率先して行うなど、第６７
期生徒会執行部のまとまりも少
しずつできてきたのではないか
と思います。生徒会執行部の皆
さん、ありがとうございまし
た。
さて、平成２７年度の学校生活も１ヶ月余りとなり、来年度に向けた行事などが多くなっ

ていきます。３年生だけではなく、１・２年生の皆さんも、今年度残された１日１日を大切
にし、今年度をよく振り返り、来年度の「新しい自分づくり」に生かしてほしいと思います。
また、今月下旬からは、いよいよ卒業式の練習が始まります。３年生の晴れの門出を全校

で祝福するため、一人一人が意識を高くもち、限られた練習時間の中で、思い出に残る卒業
式になるよう頑張ってほしいと思います。

２月２９日（月） ３年卒業式練習（６校時）
３月 １日（火） ３年卒業式練習（６校時）

３日（木） ３年卒業式練習（６校時）
４日（金） ３年卒業式練習（６校時）
７日（月） １・２年卒業式隊形確認・合唱練習（６校時）
８日（火） １・２年卒業式練習（３～６校時） ＊県立高校入試日
９日（水） ３年卒業式練習（２・３校時） 全校卒業式練習（４校時）

＊卒業生を送る会（５・６校時）
１０日（木） 卒業式予行 同窓会入会式（３年生） ＊３年生は午前で帰宅

１・２年生卒業式準備（午後）
１１日（金） 第６７回卒業証書授与式

＊生徒出校９：００ 保護者（受付９：１０～ 入場９：２５～）

「生徒会執行部による新入生への説明」

我が輩はトラフズク
平成２８年２月２２日 №１１

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信
◆国語科
・第46回弘前市小･中学生読書感想文ｺﾝｸｰﾙ（１１月２８日）

第３学年の部 努力賞 工藤 朱莉
第２学年の部 努力賞 佐々木大羅
第１学年の部 第２席 赤石 晴美 努力賞 笹村 祐澄

・第34回青森県｢ごはん･お米とわたし｣作文･図画ｺﾝｸｰﾙ（１月４日）
作文の部 優秀賞 白澤 凜 山谷 香鈴

・少年防犯作文ｺﾝｸｰﾙ（１月６日）
佳作 笹嶋 浩聖
努力賞 三浦 彩聖 舘山 愛夢 吉崎 藍里 工藤 果穂 工藤 伊吹

◆美術科
・第29回 青森県中学校選抜美術展（１月１５日）

絵画の部 特選 石田 真月
入選 浅田 甘寧 木村 楓 堀内 響葉 浅利ゆりあ

ﾃﾞｻﾞｲﾝの部 入選 藤本 槙 工藤 鳳 佐藤 香里 平山 唯晏
吉崎 安美

工芸の部 入選 石郷 直輝 奈良 英龍 渡辺 莞生

◆理科
・第九回あおもり科学大賞（１月１７日） 敢闘賞 花田明日那

◆吹奏楽部
・平成27年度ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ第40回青森県大会予選弘前地区大会（１２月１２日）

金賞 打楽器四重奏 銀賞 金管八重奏 銅賞 木管五重奏
・全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ第40回青森県大会（１月９日）

銅賞 打楽器四重奏（山本 涼太・工藤 新奈・佐藤 花音・茂戸藤茉樹）
・第11回青森県管楽器ｿﾛｺﾝﾃｽﾄ（１月３０日）

金賞 工藤 彩 川越 縁

◆サッカー部
・ミニサッカー大会（１２月２３日） 第３位

◆柔道部
・柔道昇段試験（１２月２日） 初段 村谷 福太

◆ソフトテニス部（女子）
・第22回弘前地区中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽｲﾝﾄﾞｱ選手権大会（１月８日）

個人 第１位 工藤 美南・青柳真紗輝 組 第２位 三上 遥・林 亜依 組
第３位 浅野 梓巳・太田明日香 組 溝江 真桜・大和 由妃 組

◆陸上部
・第43回津軽地区室内陸上競技選手権大会（１月１０日）

中学校男子800ｍ 第７位（２分３１秒９７） 三ツ橋多紡
中学校男子立三段跳 第５位（７ｍ４０） 山中 教文

◆水泳部
・第27回津軽地区冬季水泳競技大会（１月２４日）
男子２００ｍ個人メドレー 第２位 小向 芽申 ５０ｍ自由形 第３位 小向 芽申

１００ｍ自由形 第３位 小向 芽申
女子１００ｍ平泳ぎ 第３位 吉川 歩里 ５０ｍ平泳ぎ 第３位 吉川 歩里

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第３位 佐藤 帆栞 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第３位 佐藤 帆栞



県立高校の入試が終わり、３年生は残すところ、明日の卒業式のみとなりました。
卒業式の練習では、その表情や行動から３年生の精神的な成長がとても感じられます。３

年生の晴れの門出にふさわしい卒業式になるよう、全校みんなの力で式をつくり上げ、心か
らのエールを送ってほしいと思います。
さて、３月９日（水）には、これまでの感謝の意を込めて生徒会主催の「三年生を送る会」

が行われました。各学年からの出し物や生徒会執行部のクイズ・思い出のスライド、そして以
前お世話になった先生方からのビデオレターや３年生の先生方の出し物がありました。
温かい雰囲気の中、笑いあり涙ありで大いに盛り上がり、あっという間の２時間でした。

★１年生からの出し物★

★２年生からの出し物★

「キレキレのイカ大王ダンス」

我が輩はトラフズク
平成２８年３月１０日 №１２

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信

「クイズ(３年生で一番多い名字は?)」

「部活動の先輩へのメッセージ」 「２学年全員での人文字」

★生徒会執行部からの出し物★

★先生方から★

★卒業生から★

「思い出クイズ」 “ 中井君大活躍でした！”

“アントニオ貢一の口ぐせは？” 「思い出の一枚」

「歌と思い出の写真」 “『３月９日』胸に染みました”

「３学年全員で感謝の合唱」 《２年生は学校の先頭に立つ自覚を！》
《１年生は先輩になる自覚を！》

代表 齋藤 佑弥



【退職】 教 諭 相馬 攝郎 （津軽中へ 再任用）
教 諭 福士 忍 （第一中へ 再任用）

【転出】 教 諭 山形 勝彦 （津軽中へ）
教 諭 髙橋 浩幸 （石川中へ）
教 諭 中畑真紀子 （北辰中へ）
教 諭 成田恵美子 （第一中へ）
教 諭 菊地 美奈 （新和中へ）
教 諭 福士 浩一 （第五中へ）
教 諭 里見 恵 （平賀西中へ）
教 諭 小川 義勝 （第二中へ）
教 諭 廣谷 陽輔 （県総合学校教育センターへ）
講 師 鳴海 貴子 （常盤野中へ）
講 師 小笠原 伸 （津軽中へ）
講 師 山中 俊諒 （八戸二中へ 新採用）
非常勤講師 小野 皓平 （石川中へ）
臨時事務職員 伊藤 雅代 （大和沢小へ）
非常勤技能主事 桑田 純也 （東 小へ）

【転入】 教 諭 木村 修 （第四中から）
き む ら おさむ

教 諭 福士 祐治 （東 中から）
ふ く し ゆ う じ

教 諭 小笠原美和子（津軽中から）
お が さ わ ら み わ こ

教 諭 鈴木佐紀子 （相馬中から）
す ず き さ き こ

教 諭 工藤慎太郎 （第一中から）
く ど う し ん た ろ う

教 諭 小山 裕己 （大鰐中から新採用）
お や ま ひろ み

教 諭 広島 信 （第一中から）
ひろしま まこと

教 諭 佐々木常広 （第二中から）
さ さ き つねひろ

講 師 須藤まゆみ （津軽中から）
す ど う

講 師 下山 美咲 （東目屋中から）
しもやま み さ き

講 師 中村 鴻作 （第一中から）
なかむら こうさく

講 師 小野 精顕
お の せいけん

主 事 葛西 葉月 （柏木小から）
か さ い は づ き

技 能 主 事 兼平 隆一 （第五中から）
かねひら りゆういち

我が輩はトラフズク
平成２８年３月２５日 №１３

創造・感動・笑顔 弘前市立第三中学校（文責：教頭 石田）

学校通信

教職員異動のお知らせ
～お世話になりました～

創造・笑顔・感動

本校吹奏楽部による平成２７年度を締

めくくる、「燦々コンサート」が体育館
さんさん

で開かれます。

先日卒業した３年生も参加して、保護

者や地域の皆さまをはじめ、これまでお

世話になった方々に感謝の気持ちを込め

て演奏いたしますので、３月３１日(木) (

（開場14:00 開演14:30）は、

ぜひ、本校体育館にお越しください。

お待ちしております！

あいさつ運動について（お願い）
三中学区の小・中学校では、今年度も毎月１日をあいさつ運動の日とし

て、中学校区全体であいさつ運動に取り組んで参りました。ご協力いただい

た皆さまに心より感謝申し上げます。

来年度も引き続き取り組んで参りたいと考えておりますので、ご協力のほ

どよろしくお願いします。

つきましては、弘前市の「あいさつ運動、ことば

をかけて見守る運動」の実施と併せ、以下のよう

に、平成２８年度１回目の運動を実施しますので、

よろしくお願いします。

日時：４月８日（金）7:30～8:00
場所：三中校門前

４月６日（水） 生徒出校７：５５ 新任式 入学式準備 入学式・始業式
＊昼食を持参してください

７日（木） 登校指導 朝読書・給食開始
平常５時間（オリエンテーション 教科書配付など）

８日（金） あいさつ運動
平常６時間（身体測定・写真撮影 対面式 部活動説明会）
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