
第３号 弘前市立第一中学校 G TIMES                          令和３年６月１８日（金） 

 

 

 

「生徒会テーマ達成に向けて一人一人ができること」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

交流を深め、感謝の心を広げることは、一人一人が「必要とされている」といった感覚、いわゆ

る「自己有用感」を高め、学校生活を豊かにします。素晴らしい話合いができました。 

 
  
○青森県中学校春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 

 男子団体 3位 

木村  環 31  豊澤 雄心 31  藤田 啓舜 33  中村 理想 35  三浦 龍斗 32 

鳴海琥士朗 34  永野 聖翔 25 

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 5 位 木村  環 31 

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3 位 豊澤 雄心 31  中村 理想 35 

女子団体 2位 

林  里姫 34  松尾 柊花 35  山田  瑛 31  佐々木 風香 21  三上 真奈 25 

小野 澄海 25  川口 心夢 23 

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 5 位 佐々木 風香 21 

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3 位 林  里姫 34  三上 真奈 25 

○青森県中学校春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会弘前地区予選大会 3 位 

櫻庭 有南 35  須藤 蒼來 32  工藤 柚葉 33  佐々木花恵 33  三上 芽依 32 

崎野 美空 34  新谷 香里 35  葛西 琉杏 34  藤田 花野 35  舘山 天音 35 

八木橋優心 33  斉藤 琉衣 33 

○弘前地区中学校春季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 

男子 3位 

工藤  碧 34  世永 久温 33  澤田  翔 25  花田 十和 23  河原 育杜 23 

GENTLEMANSHIP 
文責 教頭（後藤） 

生徒総会パネルディスカッションの「まとめ」から ５／２１（金）  

 

表彰の記録 ５／２０（木）現在 

 

 

生徒会テーマ LOVE 

～創りだそう みんなの笑顔で輝きを～ 

 

・他学年との交流を増やす。具体的な例として

は、全校朝会や総合的な学習の時間を利用して

交流を深める。ただし、新型コロナウイルスの

感染状況をみて判断し、実施する必要がある。 

・「ありがとう」をたくさん言ってもらうゲーム

「ありがとうゲーム」を通して一人一人の意識

を変える。ゲームを行うことで学級が明るくな

ったり、笑顔が増えたり、助け合う場面が増え

るから。「ありがとう」以外の言葉も使って行

ってみる。  
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横山 獅童 32  藤本  新 22  淡谷 怜央 34  村上 晃都 33  大友 悠史 35 

藤本  陸 25  成田 洸希 31  木村 友紀 33  横山 帆浬 23  佐藤 大武 35 

女子 3位 

小田切仁胡 34  中田 星南 33  石田  凜 32  福士 京佳 31  斎藤 夏帆 33 

佐藤 舞桜 33  境  莉沙 24  坂本 莉音 21  乘田玲央奈 23  原田 理稟 23 

○工藤杯弘前市内中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ春季選手権 

個人 3位 飯村 玲奈 32  宮原 真凛 12 

○津軽地区中学校春季ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 

女子団体 1位 

  齋藤 朱莉 33  飯村 玲奈 32  檜山 汐音 31  阿部 佳歩 21  佐々木美奈 23  

宮原 真凛 12 

 男子団体 3位 

木村 風雅 35  對馬 隼人 31  柴田 心絆 35  石岡  暖 34  高屋 朝陽 34 

安田 昊翔 31 

○弘前地区中学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ春季選手権大会 優勝 

工藤 姫煌 35  久保 冴央 33  阿部 彩良 31  盛  埜桜 34  相馬里桜蘭 35 

長内 美桜 22  小原 胡海 22  佐藤 麗愛 23  戸ケ﨑悠奈 23  一戸ひかり 24 

優秀選手賞 阿部 彩良 31 

○弘前市春季陸上競技選手権大会 

中学男子 400m 4 位 佐田 陽 25  5 位 佐々木健志郎 33 

中学男子 800m 3 位 山形 一期 32   

中学男子 1500m 1 位 三上 尊雅 32 

中学男子 3000m 1 位 村澤 大雅 34  2 位 福士 結大 34 

中学男子砲丸投 6 位 村上 璃旺 35 

中学男子 4×100mR 5 位 佐田 陽 25  三上 尊雅 32  山形 一期 32  村澤 大雅 34 

中学女子 200m 6 位 齋藤 果那 34 

中学女子 1500m 3 位 相澤 奈々24  4 位 田中 桜凛 24 

中学女子 100mH 2 位 倉島李々果 34  4 位 青島 綾郁 25 

中学女子砲丸投 2 位 山形 心虹 33  3 位 佐藤亜加梨 22   

7 位 川村  悠 31  8 位 金沢 咲来 34 

中学女子 4×100mR 1 位 山形 心虹 33  倉島李々果 34    

青島 綾郁 25  工藤 徠花 24 

 

  

６／１１（金）～１３（日）※１１日は水泳のみ 

大会前日、壮行式が行われました。コロナ禍、様々な

制限の中、執行部のアイディアにより、心温まる式とな

りました。応援団の凜々しい姿も素敵でした。 

 先ずは、団体の戦績を掲載します。 

○ソフトテニス女子 優勝 

○バドミントン男子 優勝 

○バドミントン女子 優勝 

○ソフトボール 優勝 

○サッカー 優勝 

○陸上競技女子 総合２位 

６月 主な行事 

２４日（木）期末テスト 

２９日（火）職員会議     

３０日（水）２年薬物乱用防止教室 

７月 主な行事 

 ７日（水）念入り清掃 

 ８日（木）職員会議       

１６日（金）県中体連夏季大会～１８ 

１９日（月）中体連予備日 

弘前地区中体連夏季大会  

 

 


