
弘前市立第四中学校 ◇教育目標＆スローガン

036-8228 ① 健康･･･心身を大切にし、活力を生む。 ② 自主･･･意欲を持ち、行動を起こす。

弘前市樹木5-2-6 ③ 創造･･･よく学び、生活を豊かにする。 ④ 誠実･･･思いやりの心を持ち、良心に生きる。

学校だより１０月号 「ライバルは昨日の自分 みんなが互いを応援するチーム四中」

令和４年９月22日発行 電話（代表）３２－５２４４ (１年)32-5313 (２年)32-5317 (３年)32-5349

９月９日(金)、中体連秋季大会壮行式が行われました。「新チ

ームになって２ヶ月半、これまでの練習の成果を確認し、来年６

月の本番につなげてほしい」という校長先生の挨拶の後、各部活

動の目標や意気込みが紹介されました。その後、男子テニス部鈴

木創大さんと女子卓球部蒔苗芽生さんによる選手宣誓と、応援委

員会の演舞が行われました。

９月１２日(月)、吹奏楽と合唱の夕べが市民会館で行われ、多

くの生徒、保護者、教職員が美しい音楽の調べを楽しみました。

第一部は吹奏楽部。今年度開催された吹奏楽コンクールで演奏

した課題曲♪ジェネシス、自由曲♪カプリオール組曲に加え、美

し く 繊 細 な

♪ ブ リ ュ ・

ジ ュ ・ メ タ

ン が 演 奏 さ

れ ま し た 。

第二部は合唱部。１曲目は須郷先生も

参加し、♪時代。２曲目は３人で♪ハナ

ミズキが披露されました。その後、須郷

先生を再び加え３曲続けて合唱曲である

♪さびしいカシの木、♪落葉松、♪地球

星歌～笑顔のために～を披露。そして６

曲目はＯＢ・ＯＧ１７名を加え、♪いの

ちの歌。そして部員３人の思いが語られ

た後、７曲目の♪群青とアンコールの♪

負けないでが披露されました。

第３部は再び吹奏楽部。ラフなおそろいのＴシャツ姿で登場し、

アップテンポで乗りの良い１曲目♪ディスコキッド、２曲目♪Ｊ

-BEST2021を披露。３曲目の♪ブラザービート(SnowMan)の後は、
ゲーム音楽にもなった♪光(宇多田ヒカル)が披露されました。そ

の後アンコールでは♪ Mixed Nuts(Official 髭男 dism)が演奏され、
大盛況のうちにフィナーレを迎えました。

☆第53回 U16陸上競技大会青森予選会兼ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ記録挑戦会
RS 男子１年100m ２位 佐藤瑠輝亜

☆第48回青森県中学校学年別水泳競技大会

１年男子100m バタフライ ３位 玉田慧太

☆第61回弘前市中学校英語弁論大会

２,３年創作の部 ３位 佐藤穂希

☆令和4年度防犯標語コンクール

銅賞 齋藤柊花

日 曜 行 事 日 曜 行 事

１ 土 16 日

２ 日 17 月 ２年思春期教室

３ 月 地区駅伝大会 合唱練習開始

４ 火 四中挨拶運動の日 18 火 全校朝会

全校朝会 19 水 スタディルーム

中教研１(午前授業) 20 木

５ 水 スタディルーム 21 金 生徒会役員選挙

６ 木 1年思春期教室 22 土

3年薬物乱用防止教室 23 日

７ 金 英語検定 24 月 ３年実力テスト

８ 土 25 火 要請訪問

９ 日 26 水 リーダー研修会

10 月 スポーツの日 27 木 ３年進路説明会

11 火 生徒朝会 リーダー研修会

中教研２(午前授業) 28 金 ｸｲﾝﾃｯﾄ公開授業

12 水 スタディルーム (桔梗野小学校)

13 木 ピロリ菌検査 29 土

14 金 ２学期中間テスト 30 日

15 土 東奥義塾体験入学 31 月

聖愛高校体験入学

１１月の主な行事予定

11月１日(火)：校内合唱コンクール

10日(木)～17(木)：教育相談

25日(金)：後期生徒総会

28日(月)：芸術鑑賞教室



バレーボール女子 県大会１２名

２位 (県大会へ)

予選Ｄリーグ１位

四中 ２５－１２ 三中 四中 ２５－ ３ 東中

２５－ ９ ２５－ ８

準々決勝 準決勝

四中 ２５－１３ 五中 四中 ２５－１５ 南中

２５－１８ ２４－２６

決 勝 １５－ ４

四中 ２２－２５ 相馬

２５－１９

１０－１５

小野優芽 佐々木モナ

間宮友愛 小川真宙

笹村真里亜 福田音々

赤石芽優 白取れいな

高杉紗乃羽 一戸凜々香

工藤祐愛 湊 蘭

バレーボール男子 県大会１２名

２位 (県大会へ)

決勝リーグ

四中 ２６－２４ 南中 四中 ２５－１７ 五中

２３－２５ ２５－１４

１５－１１

四中 ２６－２４ 津軽 四中 １６―２５ 三中

２５－１６ １７―２５

佐藤琉惺 森山夢斗

渡辺 麗 飯塚祥真

太田亮成 熊澤晃優

神 遥斗 竹村海斗

樋口 慶 三上日向

松山星名 栗山優音

佐藤煌華

バスケットボール女子 県大会１０名

２位 (県大会へ)

予選Ａブロック１位

四中 ４３－３５ 一中

四中１０４－２０ 三中

準決勝

四中 ４１－３０ 南･聖

決 勝

四中 ５３－５８ 東中

太田 椿 立石楓果 齋藤優月 黒澤羽琉 立石媛楠

赤平心陽 廣木奈菜 工藤蓮華 須藤来寧 桑田茉音

剣道 県大会４名

女子団体 ２位 (県大会へ)

決勝リーグ

四中 １－３ 附属

四中 ３－２ 五中

坂本侑奈 太田その子

市村莉緒 上条叶望

女子個人

２年女子２位 坂本侑奈(県大会へ)

３位 太田その子

１年女子３位 市村莉緒

男子団体

予選Ａリーグ 四中 ０－３ 石川 四中 １－４ 附属

陸上 県大会１０名 男子総合４位 女子総合６位

男子個人

１位 佐藤瑠輝亜 男子１年100m (県大会へ)※大会新
寺嶋大夢 男子２年200m(県大会へ）

２位 石戸谷蓮 男子２年100m(県大会へ)
４位 永田 奨 共通男子400m(県大会へ)

石岡和樹 男子共通3000m
森山槙斗 １年男子走幅跳

５位 宮本夢叶 男子１年 110m Ｈ
６位 立石蒼之助 男子１年200m
７位 川村太希留 男子２年200m

女子個人

１位 谷淵凜心 １年女子1500m(県大会へ)
３位 熊谷理桜 女子１年走幅跳(県大会へ)

秋田蒼空 女子１年200m
４位 中村侑愛 女子２年200m

リレー

男子共通４×100m Ｒ １位(県大会へ)

石戸谷蓮 寺島大夢 川村太希留 佐藤瑠輝亜

男子１年４×100m Ｒ ５位

長内大斗 宮本夢叶 立石蒼之助 森山槙斗

女子共通４×100m Ｒ ４位(県大会へ）

大森美優 中村侑愛 谷淵凛心 秋田蒼空

ソフトテニス男子 県大会２名

男子団体３位

予選Ｂリーグ２位

四中 ０－３ 附属

四中 ２－１ 三中

準決勝

四中 ０－２ 一中

男子個人

５位 境谷多郎 山形救喜(県大会へ)

柔道 県大会２名

男子個人

50kg ３位 三浦碧柊(県大会へ)

73kg ３位 山本瑛心(県大会へ)

水泳

男子総合３位

成田明央 200m 平泳ぎ１位
200m 個人メドレー８位

外崎雅也 100m 背泳ぎ３位
200m 背泳ぎ２位

玉田慧太 200m 自由形３位
100m バタフライ２位

ソフトテニス女子

女子団体３位

予選Ａリーグ２位

四中 ２－１ 東中

四中 ０－３ 一中

準々決勝

四中 １－２ 三中

バスケットボール男子

３位

予選Ｂブロック２位

四中 ５２－３８ 東中

四中 ５６－４８ 三中

準決勝

四中 ３２－７４ 津軽

サッカー

３位

決勝リーグ

四中 ３－０ 五中

四中 ０－１ 一中

四中 １－１ 三・津

四中 ２－０ 二中

卓球男子

男子団体

予選Ｂブロック４位

四中 ３－０ 船沢

四中 ３－０ 附属

四中 ２－３ 三中

四中 ２－３ 新和

四中 ０－３ 相馬

卓球女子

女子団体

予選Ｂブロック４位

四中 ３－１ 五中

四中 ０－３ 東中

四中 ２－３ 南中

四中 １－３ 二中


