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3⽉のおもな⾏事

 ３年⽣にとって、最終関⾨である県⽴⼊試が⾏われました。この⽇は⻘空が⾒えて暖かく、穏
やかな天気でした。慣れない場所での試験はとても緊張したことと思いますが、これまでの努⼒
の成果を発揮して全員が頑張りました。⼤変おつかれさまでした。

 受験を終えた３年⽣への労いのために、⽣徒会執⾏部が企画して、卒業⽣を送る会が⾏われま
した。今年度は、部活動ごとのVTRや執⾏部による出し物、思い出の写真、お世話になった先
⽣⽅のメッセージ、３年⽣の先⽣⽅の出し物と盛りだくさんの内容でした。全校⽣徒が楽しめる
内容で、⼤変盛り上がりました。
 

 ３年⽣が中学校⽣活を終える節⽬の⾏事でした。コロナウイルス感染症対策のため、１・２年
⽣の参加はなく、保護者のみの参加でした。３年⽣はとても⽴派な態度で卒業証書を受け取り、
３年間の中学校⽣活での成⻑を感じることができました。卒業⽣代表の答辞や在校⽣代表の送辞
も⽴派でした。卒業⽣合唱の「正解」は舞台上のスクリーンに思い出の場⾯を映し出され、これ
までを振り返ることができました。

 
 

２⽉のおもな⾏事

 ３年⽣にとって勝負の⽇となる私⽴⼊試が⾏われました。この⽇のために３年⽣は、勉強や⾯
接練習など懸命に励んできていました。緊張の１⽇となったと思いますが、全員が精⼀杯受験に
臨み、試験を終えることができました。⼤変おつかれさまでした。
 

12⽉のおもな⾏事

 新役員による後期⽣徒総会が⾏われました。各委員会がこれまでの伝統を引き継いで⾏うもの
や、新たに取り組んでいくものについて共有することができました。緊張しながらも各委員⻑は
質問にしっかりと答弁をしていました。全校⽣徒が⽣徒会の⼀員として、三中をさらによい学校
にするために話し合うことができました。
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 スマートフォンの所持率が⾼まり、インターネットやSNSに関する知識や正しい使⽤⽅法に
ついて考えるための教室が開かれました。相⼿の顔が⾒えないからこそ、相⼿の気持ちを考えた
⾔動が必要で、悪⼝を書いたり、個⼈の写真を載せたりすることは⼤変危険であることを認識す
ることができました。

  
 

 今年度の不審者対策防犯教室はコロナウイルス感染症対策のため、放送により⾏われました。
弘前警察署の⽅から不審者とはどんな特徴があるのか、どんな⾏動を取って⾃分の⾝を守ればよ
いのかお話がありました。⼤事にしたいのは、「ついていかない、のらない、おおきなこえをだ
す、すぐにげる、しらせる」のかしら⽂字をとった防犯標語「いかのおすし」を常に守ることだ
ということがわかりました。⽇頃から防犯対策を⾝につけ、⾏動できるようにしておきましょ
う。
 

11⽉のおもな⾏事

 今年はコロナウイルス感染症対策のため、体育館での⼀⻫の⽣徒会選挙⽴会演説会は⾏わず、
事前に撮影したビデオによる演説会を各学級で⾏いました。どの候補者も今後の三中をよりよい
ものにしていきたいという強い思いが伝わりました。じっくりと公約を聞き、全校⽣徒が投票を
⾏いました。次の⽇、当選結果が発表され、新しい役員が決定しました。
 

  弘前の歴史や⽂化を学ぶ機会として⾏われた卍学体験学習では、講師に郷⼟史家の福眞睦城
さんをお招きしてお話を聞きました。弘前市がどのように変遷してきたかを古地図を使って学
び、地域の歴史や、先⼈の努⼒などを知ることができました。
 

 ２学年は「働く」とはどんなことか、どんな意義があるのかを学ぶために地域の４名の職業⼈
の⽅をお招きして講話をしていただきました。どんな職業においてもあいさつやマナーを重ん
じ、相⼿のことを思いやって⾏動することが⼤切だと学ぶことができました。その他にも「職業
適性」「職業調べ」などの活動も⾏い、将来の進路に対する意識を⾼めることができました。

       
 

WacomからBamboo Inkというパソコン⽤のスマートペンのモニター提供を受けて、2学年で
PCを使った授業が⾏われました。10⽉、11⽉に計3回、各学級で⾏われ、⽣徒は、無料アプリ
「Krita」を使って、デジタルイラストの基礎について学習しました。授業では、ほとんどの⽣
徒が初めてのデジタル描画ということで、本校マスコット「シゲ」の線画に着⾊をしました。細
かい描画に対応するBamboo Inkで、思い通りのところに⾊を塗ったり、グラデーションの効

情報モラル教室12⽉７⽇（⽉）

不審者対策防犯教室12⽉11⽇（⾦）

⽣徒会選挙ビデオ演説会・投票11⽉５⽇（⽊）

１年卍学体験学習11⽉11⽇（⽔）

２年職業講話11⽉12⽇（⽊）

Wacom Bamboo Inkを使ったPCでの美術授業(2学年)
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果を⼊れたりと、楽しく学習することができました。デジタルツールの活⽤は、今後の教育活動
でも様々な可能性が考えられます。便利な学習⽤具として活⽤していければと思います。
 

     

 

10⽉のおもな⾏事

 ９⽉30⽇のサンセットフェスティバルを⽪切りに、三中の⼀⼤イベントである三中祭が⾏わ
れました。
１⽇⽬は、開祭式・美術部発表・保健安全発表・演劇発表・バラエティーショーが⾏われ、２⽇
⽬は⽣徒会企画・３年ダンス発表・吹奏楽発表・閉祭式が⾏われました。どのプログラムにおい
ても、全校⽣徒の練習の成果が発揮され、素晴らしいものでした。⽣徒会執⾏部や最後の三中祭
となる３年⽣の活躍も随所に⾒られました。
 また、今年度はコロナウイルス感染症対策のため、⾷堂も対策を⼯夫しながら進められ、保護
者の⽅々のご協⼒をいただきました。みなさんのおかげで無事に三中祭を成功させられたことに
感謝します。

   

   
 

９⽉のおもな⾏事

 ９⽉11⽇から⽔泳競技を⽪切りに中体連秋季⼤会が⾏われました。３年⽣引退後、１・２年
⽣での新チームによる⼤会でした。どの部活動においても、全⼒で試合に臨みすばらしい⼒を発
揮しました。先輩の残した伝統を引き継ぎ、チーム三中として今後の活躍が楽しみです。

    
 
三中の団体・個⼈の成績（⼊賞）は「部活動」 (16KB)のページをご覧ください。
 
 

7⽉のおもな⾏事

三中祭10⽉１⽇（⽊）・２⽇（⾦）

地区中体連秋季⼤会９⽉11⽇（⼟）〜13⽇（⽇）

ひろさき卍学体験学習７⽉３⽇（⾦）

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/school/dai3/R2tyuutairennyuusyou.docx
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 ２・３学年を対象に弘前の歴史や伝統を学ぶ「ひろさき卍学体験学習」を⾏いました。２学年
はこぎん刺しについて、弘前こぎん研究所の成⽥貞治所⻑を講師に講話が実施され、その後、実
際にこぎん刺しに挑戦しました。さまざまな模様に挑戦し、⼀針⼀針丁寧に刺すことができてい
ました。３学年は、弘前公園の桜守である海⽼名雄次さんをお迎えして、弘前公園の桜がどのよ
うに管理され、守られているかについて学ぶことができました。弘前市のよさについて学ぶこと
ができるよい機会となりました。

    
 

    
 

 ７⽉18⽇から地区中体連が開催されました。今年度はコロナウイルス感染症対策のため、分
散開催となりました。柔道競技は残念ながら開催されなかったのですが、激励会では部⻑からの
発表もあり、これまでの感謝の思いや決意が述べられました。最後の⼤会となった３年⽣は、さ
まざまな思いで取り組んだことと思います。

   

 
三中の団体・個⼈の成績（⼊賞）は「部活動」 (16KB)のページをご覧ください。
 
 

６⽉のおもな⾏事

 今年度は、コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、各学年で２時間ごとに⾏われました。
１・２学年種⽬は「バンブーサーフィン」、３学年種⽬は「借り物全員リレー」、そして⻑縄選
⼿権、全員リレー、学級対抗リレーは全学年共通で⾏われました。
初めて学級の団結が試される⾏事ということで、どの学年も気合いが感じられました。勝敗はも
ちろんありましたが、本番に向かう真剣な姿勢や、学年学級関係なく温かい応援が⾒られ、⼤変
素晴らしかったと思います。⼤きな怪我もなく、無事にスポーツフェスティバルを⾏うことがで
きました。

     

地区中体連激励会７⽉17⽇（⾦）

スポーツフェスティバル６⽉12⽇（⾦）

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/school/dai3/R2tyuutairennyuusyou.docx
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5⽉のおもな⾏事

 今年度初めての避難訓練ということもあり、１年⽣はもちろん、２・３年⽣も教室からの避難
経路を確認するための⼤切な訓練でした。⽕災を想定した訓練のため、窓やドアを閉め、ハンカ
チやジャージの袖で⼝を覆い、煙を吸わないように真剣に取り組むことができていたと思いま
す。
 

4⽉のおもな⾏事

 ⼊学式と同⽇に⾏われました。
転⼊した教職員をお知らせします。(カッコは前任校)
 
校   ⻑    成⽥ 隆道 (裾野中)
教   諭    ⼯藤 美⼦ (尾上中)

 教   諭    豊澤 壽嗣 (弘前⼆中)
 教   諭    ⻄⾕ 英規 (南中)

 養護教諭   左川 佳⼦ (浅瀬⽯⼩)
 事務主幹   菊池 若葉 (⼋⼾根城⼩)

 講   師    三浦 恵⼦ (堀越⼩)
 講   師    ⽑内 保后 (⽥舎館⼩)

 
よろしくお願いします。
 

 118名の新⼊⽣が⼊学しました。今年度は、新型コロナウイルス感染症防⽌のため、在校⽣の
出席を⾃粛して規模を縮⼩して⾏いました。新⼊⽣は真新しい制服に⾝を包み、緊張した⾯持ち
で登校しました。⼊学式では学級担任による⼀⼈ひとりの呼名に元気に返事をし、中学校⽣活へ
の意欲が感じられました。新しい環境にさまざまな不安や期待があると思いますが、少しずつ中
学校⽣活に慣れて充実した３年間になるように願っています。
詳細についてはこちら(231KB)(『トラフグス』No１)をご覧ください。

  

  
 

 

令和元年度⾏事

令和元度の⾏事はこちら (535KB)をご覧ください。
（※PDFで表⽰しているため、投稿フォーム等はリンクしていません）

避難訓練５⽉21⽇（⽊）

新任式４⽉６⽇(⽉)

⼊学式４⽉６⽇(⽉)

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/school/dai3/20200501112247.pdf
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/school/dai3/20200501105538.pdf
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担当 弘前市⽴第三中学校
036-8154 弘前市豊原1丁⽬3-3
電話 0172-32-2361

メールでの
 お問い合わせ

問い合わせ先

アンケートフォーム

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協⼒をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問︓このページの情報は役に⽴ちましたか︖
役に⽴った どちらとも⾔えない 役に⽴たなかった  

質問︓このページの情報は⾒つけやすかったですか︖
⾒つけやすかった どちらとも⾔えない ⾒つけにくかった  

質問︓その他ご意⾒・ご要望をお聞かせください。
施設利⽤のお問い合わせ（予約・申込等）については、各施設にご連絡ください。

確認

弘前市役所 〒036-8551 ⻘森県弘前市⼤字上⽩銀町1-1 電話︓0172-35-1111(代表) ファクス︓0172-35-7956 
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