
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６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５月23日発行 電話（代表）３２－５２４４ (１年)32-5313 (２年)32-5317 (３年)32-5349

４月２８日(木)、令和４年度前期生徒総会が行われました。

生徒会テーマ「破～新たな四中へ 限界を突き破れ～」に込

めた願いが生徒会長から説明された後、各委員会の後期活動

反省、前期活動計画の説明と質疑応答、承認がなされました。

昨年度までは体育館に一堂に会して実施されていましたが、

今年度はコロナウイルス感染防止を考慮し、一人一端末のタ

ブレットを活用して、教室にいながら全校生徒が参加すると

いう形での実施となりました。

２階多目的ホールをベースとして、生徒会役員や各委員長の発

表の様子がリアルタイムで配信されます。

その様子が各教室のプロジェ

クターに映し出され、各クラス

の代表が音声でつながり、質疑

応答を行います。

また、生徒一人一人の端末に

は議案書が表示され、ペーパー

レスでの総会を実現することが

できました。

承認も生徒一人一人が端末で投

票し、その結果が集計された円グ

ラフがリアルタイムでプロジェク

ターに表示されます。

他校にも前例のない、ＩＣＴを

活用した方法で実施できたという

点に加え、質疑応答では建設的な

意見が多く交わされたという点で

も、大成功の生徒総会となりました。念入りに準備を重ねた生徒

会の皆さんに、心から感謝します。

４月２２日(金)、参観日とＰＴＡ総会が行われました。コロナ

ウイルス感染防止のため、３年生の授業参観はできませんでした

が、多くの１，２年生の保護者に参観していただいたことに、心

より感謝申し上げます。

その後行われたＰＴＡ総会では、令和３年度の庶務・決算報告

と、令和４年度の活動方針・予算案が審議された後、以下の新役

員の方々が紹介されました。

５月９日(月)、第１回学校運営協議会＆地域コーディネーター

合同会議が行われました。５時間目の授業を参観していただいた

後、学校運営方針や具体的方策、学力向上の取組や生徒指導の取

組等を説明し、今年度の学校運営について承認していただきまし

た。質疑応答では、タブレットの Wi-Fi 環境やＴＴ(ティームテ
ィーチング)の現状について質問やご意見をいただきました。な

お、今年度の学校運営協議会委員と地域コーディネーターは以下

の方々です。

会 長 谷淵 孝太(1年･桔梗野)

副 会 長 佐々木隆興(3年･小沢)・三浦智夏子(3年･桔梗野)

岩﨑 守(3年･青柳)・奈良 篤志(教頭)

事務局長 石岡加奈子(1年･小沢)

会 計 笹村 淳子(2年･青柳)

庶務会計 奈良岡洋平(教諭)・工藤 仁(教諭)

監 事 高杉 満(3年･小沢)・齋藤 珠美(3年 桔梗野)

庄司 美紀(3年･朝陽)

学校運営協議会委員

石岡 昭年さん(同窓会長)

工藤 朝臣さん(元桔梗野町会長)

清野 秀美さん(元ＰＴＡ会長)

林 徳昭さん(元ＰＴＡ会長)

西舘 弘道さん(元ＰＴＡ会長)

澤田富士子さん(元ＰＴＡ役員)

谷淵 孝太さん(ＰＴＡ会長)

地域コーディネーター

三浦智夏子さん(桔梗野)・須藤 悟さん(朝 陽)

清野千枝子さん(青 柳)・齋藤 伸恵さん(小 沢)

日 曜 行 事 日 曜 行 事

１ 水 16 木 内科検診(3-3)

２ 木 内科検診(2-3,2 -4) 17 金

３ 金 眼科検診 18 土 中体連新体操競技

英語検定 19 日

４ 土 中体連強化期間 ~10日 20 月

５ 日 21 火

６ 月 22 水

７ 火 23 木

８ 水 24 金 １学期期末テスト

９ 木 内科検診(3-1,3 -2) 25 土

10 金 中体連壮行式 26 日

11 土 中体連夏季大会 27 月 １年地域訪問

12 日 中体連夏季大会 28 火 １年地域訪問

13 月 中体連予備日 29 水 ２年職業講話

14 火 振替休業日 １年地域訪問

15 水 振替休業日 30 木 １年地域訪問

先日、地域の方からお電話をいただきました。電話の内容は以

下のようなものでした。

【昨日の朝７：３０頃、３～４歳の男の子がセブンイレブンの

あたりを裸で走ってきました。そこに通りかかった四中の生徒

さんが男の子を呼び止め、なんとかしてあげようと話しかけて

いました。私もその話の中に入り、学校があるから行くように

勧め、その後を引き継いだのですが、優しい四中の生徒さんの

行動に感動してお電話を差し上げた次第です。男の子は無事に

家に送り届けたことも伝えていただければ幸いです。】

先月に続き、またまた四中生の優しさに触れることができた心温

まるエピソードでした。



５月１８日(水)、１９日(木)の２日間、五所川原市にある梵珠

少年自然の家において、１学年の自然教室が行われました。

１日目の午前中は火起こし体験と野外炊事が行われ、協力し合

いながらカレーライスを作って食べ、午後はキャンドル準備とキ

ャンドルサービスが行われました。

２日目は、体育館で津軽金山焼きの創作体験活動を行いました。

２日間の体験を通して、自然に親しみながら友情を深め、協力す

る精神を養うと共に、規律ある集団行動を学ぶ機会とすることが

できました。

５月１９日(木)、２学年の弘前卍学を兼ねたバス遠足が行われ

ました。午前中は岩木山神社と高岡の森歴史館、高照神社を訪れ、

津軽藩ゆかりの品や資料に触れながら、郷土の歴史に対する関心

と誇りを高めることができました。

午後は岩木青少年スポーツセンターに移動し、フィールドワー

クを行いながら、友情を深める時間を過ごしました。

☆第77回北日本陸上選手権大会

中学女子走高跳 第５位 舘山 妃花

中学女子砲丸投 第８位 鋤柄 扶祐

中学校男子４×１００ｍＲ 第８位

石山 奨太・一戸 陽葵・川村 太希留・寺島 大夢

中学男子２００ｍ 第６位 一戸 陽葵

中学男子１００ｍ 第７位 一戸 陽葵

☆第28回青森県中学校春季バレーボール選手権大会弘前地区予選

大会

女子 第１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

☆令和4年度弘前地区中学校春季バスケットボール大会

女子 第３位

石岡 寧々・工藤 颯華・桑田 美羽・齋藤 一樺

田中 美依那・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 茉音

☆第44回弘前市春季陸上競技選手権大会

中学男子４×１００ｍＲ 第１位

佐藤 瑠輝亜・一戸 陽葵・石戸谷 蓮・寺島 大夢

中学男子２００ｍ 第２位 一戸 陽葵

第７位 川村 太希留

中学男子１００ｍ 第２位 寺島 大夢

第５位 佐藤 瑠輝亜

第８位 石戸谷 蓮

中学男子砲丸投 第５位 本田 光希

中学男子４００ｍ 第６位 一戸 蓮

中学男子１５００ｍ 第８位 下山 雄輝

中学男子３０００ｍ 第８位 石岡 和樹

中学女子４×１００ｍＲ 第５位

小野 美夢・鋤柄 扶祐・舘山 妃花・丹藤 優海

中学女子８００ｍ 第２位 石山 莉子

中学女子１００ｍ 第３位 丹藤 優海

中学女子走幅跳 第３位 小野 美夢

中学女子砲丸投 第５位 鋤柄 扶祐

中学女子２００ｍ 第６位 中村 侑愛

☆第50回弘前バレーボール協会選抜中学校春季大会

女子 第２位

小山内 瑠唯・高杉 楽々華・𠮷田 美悠・藤野 菜々子

小西 杏奈・佐藤 穂希・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

☆第50回弘前バレーボール協会選抜中学校春季大会

男子 第３位

工藤 綾真・米澤 快斗・太田 亮成・森山 夢斗

佐藤 琉惺・三上 日向・竹村 海斗・熊澤 晃優

神 遥斗・村上 琉之介

☆第44回竹谷・工藤杯弘前市内中学校ソフトテニス大会

女子個人第３位

太田 さや・森山 さやか

今週中に、二つの配付物があります。一つは「第四中学校いじ

め防止基本方針(概要)」で、もう一つは「第四中学校部活動に係

る方針」です。

「いじめ防止基本方針」には、いじめの定義や基本的な考え方、

未然防止の対策や発見時の対応などが記され、「部活動に係る方

針」には、目標や活動規定などが記されています。どちらも是非

ご一読いただき、第四中学校の方針を確認し、参考にしていただ

ければと思います。


