
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７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６月23日発行 電話（代表）３２－５２４４ (１年)32-5313 (２年)32-5317 (３年)32-5349

５月１７日(火)から２０日(金)まで、３年生が修学旅行に行っ

てきました。東京に行くのも３泊４日の日程も、実に３年ぶりの

実施となりました。

１日目はバスと新幹線で移動し、国会議事堂と夜の選択コース

(吉本・劇団四季・横浜・チームラボ)を見学しました。

２日目は東京スカイツリー、浅草、クラス別見学(１組日本科

学未来館、２組東京臨海広域防災公園、３組オリンピックミュー

ジアム)と回り、夜はプロ野球観戦をしました。

３日目は１日東京ディズニーランドで過ごし、４日目は上野公

園を見学した後、新幹線とバスで帰路につきました。

コロナウィルス感染防止のため自主見学はできませんでした

が、４日間大きく体調を崩す生徒もなく、たくさんの思い出を作

ることができたようです。

５月３１日(火)、四中学区五校の合同運営協議会が行われまし

た。各校の校長、学校運営協議会会長、ＰＴＡ会長が一堂に会し、

今年度の教育自立圏推進プランについて意見交換を行いました。

話題の中心となったのは、ＰＴＡ合同研修会の開催についてで、

今後各校で持ち帰り、開催の是非についてＰＴＡで話し合うこと

となりました。

なお、合同学校運営協議会の会長に石岡昭年さん(四中)、副会

長に須藤悟さん(朝陽小)が選出されました。

同じく５月３１日(火)、四中クインテットの分科会と総会が行

なわれました。クインテットは四中学区五校の小中連携事業で、

今年度は五月(四中)と１０月(桔梗野小)に授業参観や情報交換を

行います。

集まった先生方に授業参観をしていただいた後、クインテット

分科会が行われ、事務局部、学習指導部、生徒指導部、特活指導

部、保健安全指導部、特別支援部の６つの部会で、今年度共通し

て行っていく内容を確認し、各校の情報交換をしました。

その後行われた全体会では、会長である四中石田盛彦校長から

教育自立圏推進プランについて確認された後、各分科会で話し合

われた内容が報告されました。

６月１０日(金 )、中体連夏季大会壮行式が行われました。「緊

張せず高いパフォーマンスを発揮できた試合を思い出し、イメー

ジして臨んでほしい」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、体操部高木仰基さんと

女子バスケットボール部石岡寧々さんによる選手宣誓と、伝統あ

る応援委員会の演舞が行われました。

☆令和四年度青森県中学校春季バレーボール選手権大会

女子 第２位

小山内 瑠唯・高杉 楽々華・尾﨑 結衣・藤野 菜々子

阿保 ここみ・阿保 心結花・笹 美雪翔・鳴海 雪乃

小山内 千芙優・栗山 友奏・小野 優芽・赤石 芽優

日 曜 行 事 日 曜 行 事

１ 金 18 月 県中体連夏季大会

２ 土 漢字検定 海の日

３ 日 19 火 県中体連予備日

４ 月 20 水

５ 火 21 木 １学期終業式

６ 水 情報モラル教室

７ 木 22 金 夏季休業～8 /23

８ 金 23 土

９ 土 吹奏楽コンクール 24 日

10 日 吹奏楽コンクール 25 月 1，2年保護者面談

11 月 ３年三者面談

12 火 県大会壮行式 26 火 〃

13 水 27 水 〃

14 木 28 木 〃(午前)

15 金 授業参観日 29 金

16 土 30 土 吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ県大会

17 日 県中体連夏季大会 31 日 吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ県大会

８月の主な行事予定

８月11日(木)：山の日

13日(土)～15日(月)：学校閉庁日

19日(金)：３年学習会

22日(月)：３年学習会

23日(火)：３年学習会

24日(水)：始業式・休み明けテスト

25日(木)：あいさつ運動一斉取組日

31日(水)：県学習状況踏査(２年生)



柔道 県大会７名

男子団体１位 (県大会へ)

決勝リーグ

四中４－１三中

四中５－０南中

四中２－１一中

先鋒 三浦柊哉 次鋒 舘坂柊人 中堅 菊池俐央

副将 長利 涼 大将 川村栄斗 補欠 下山太一 松岡龍翔

個人

60kg 三浦柊哉１位 (県大会へ) 66kg 舘坂柊人１位 (県大会へ)
73kg 菊池俐央１位 (県大会へ)
90kg 超川村栄斗１位 (県大会へ) 長利 涼２位 (県大会へ)

陸上 県大会１４名 男子総合５位 女子総合４位

男子個人

１位 佐藤瑠輝亜 １年男子100m (県大会へ)
※大会新(21年ぶり)

一戸陽葵 ３年男子100m(県大会へ)
２位 寺嶋大夢 ２年男子100m(県大会へ）
３位 石戸谷蓮 ２年男子100m(県大会へ)
４位 石山奨太 共通男子200m
５位 佐藤永真 共通男子3000m

女子個人

１位 谷淵凜心 １年女子1500m(県大会へ)
２位 丹藤優海 ３年女子100m(県大会へ)
３位 小野美夢 共通女子走幅跳(県大会へ)

石山莉子 共通女子800m(県大会へ)
５位 舘山妃花 共通女子走高跳

中村侑愛 共通女子200m
８位 鋤柄扶祐 共通女子砲丸投

秋田蒼空 １年女子100m
リレー

共通男子４×100m Ｒ ６位

石山奨太 一戸陽葵 一戸蓮 川村太希留

低学年男子４×100m Ｒ ３位 (県大会へ)

立石蒼之助 寺嶋大夢 石岡和樹 佐藤瑠輝亜

共通女子４×100m Ｒ ４位

小野美夢 鋤柄扶祐 舘山妃花 丹藤優海

低学年女子４×100m Ｒ ３位 (県大会へ)

中村侑愛 大森美優 熊谷理桜 秋田蒼空

水泳 県大会１名

成田明央 100m 平泳ぎ７位
100m 平泳ぎ６位

外崎雅也 100m 背泳ぎ４位
200m 背泳ぎ２位 (県大会へ)

玉田慧太 200m 自由形８位
100m バタフライ３位

バレーボール女子 県大会１２名

１位 (県大会へ)

予選Ａリーグ 準々決勝

四中 ２５－１８ 東中 四中 ２５－１５ 三中

２５－１５ ２５－１０

準決勝 決 勝

四中 ２５－１１ 南中 四中 ２５－２１ 相馬

２５－１１ ２５－１５

小山内瑠唯 高杉楽々華

尾﨑結衣 藤野菜々子

阿保ここみ 阿保心結花

笹美雪翔 鳴海雪乃

小山内千芙優 栗山友奏

小野優芽 赤石芽優

バレーボール男子

決勝リーグ

四中 １２－２５ 津軽 四中 １３－２５ 南中

１１－２５ １９－２５

四中 ２５－１８ 五中

２６－２８

２２－２５

四中 １７－２５ 三中

２０－２５

剣道 県大会１名

男子団体

予選Ｂリーグ 四中 ０－５ 附属 四中 ０－５ 一中

女子団体 ３位

決勝リーグ

四中 １－１ 東中

四中 ２－４ 附属

四中 ２－３ 五中

女子個人

３位 坂本侑奈 (県大会へ )

ソフトテニス男子 県大会２名

男子団体

予選Ａリーグ

四中 １－２ 二中

四中 ０－３ 東中

男子個人

５位 三上結太 蝦名秀穂(県大会へ)

ソフトテニス女子 県大会２名

女子団体 ３位

予選Ａリーグ

四中 ２－１ 五中

四中 ０－３ 三中

準々決勝

四中 ０－２ 一中

女子個人 ３位 太田さや 森山さやか(県大会へ)

バスケットボール男子

予選Ｂブロック３位

四中 ５１－４１ 附属

四中 ５１－７２ 二中

バスケットボール女子 県大会１６名

２位 (県大会へ)

予選Ａブロック２位

四中 ５４－５５ 東中

四中 ８０－５０ 二中

準決勝

四中 ５０－３３ 津軽

決 勝

四中 ４７－５１ 東中

石岡寧々 工藤颯華 桑田美羽 田中美依那 齋藤一樺

岩﨑來未 廣木奈菜 黒澤羽琉 立石楓果 太田椿

赤平心陽 齋藤優月 立石媛楠 工藤蓮華 須藤 来寧

桑田茉央

卓球男子

男子団体

予選Ｂブロック５位

四中 ０－３ 五中

四中 １－３ 南中

四中 ０－３ 新和

四中 ０－３ 一中

四中 ３－２ 北辰

卓球女子

女子団体

予選Ａブロック３位

四中 ３－０ 附属

四中 ０－３ 南中

四中 ３－１ 北辰

四中 ０－３ 三中

サッカー

３位

予選リーグ２位

四中 ０－２ 一中

四中 ０－０ 二中

準決勝

四中 ０－２ 津軽

体操 県大会１名

髙木仰基

個人総合６位 (県大会へ)

種目別 ゆ か ６位 あん馬 ５位

跳 馬 ６位 鉄 棒 ６位


