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 昨年度に引き続き、議案書をタブレ

ットにダウンロードし、ペーパーレス

で総会を行いました。質疑応答では、

各役員に対して感謝の言葉や建設的な

意見が述べられ、ここでも

GENTLEMANSHIP が発揮されました。 

 その後、テーマに基づいて、パネルデ

ィスカッションを行いました。 

 

 

 

 

「コロナ禍により、行事の大切さや食

事での会話の楽しさに気付いた。」「みん

なで感染予防対策をしっかりやってい

こう。」「手拍子やリアクションで盛り上

げよう。」不自由な状況でも、成長し続け

る生徒のたくましさに感動しました。 

 

 

 一中学区の小中学校教職

員が、本校に集まり、授業参

観、分掌毎の話合い、新入生

の情報交換等を行いました。 

 開始前、職員玄関の辺り

で、小学校の先生方と生徒が

再会を喜び合う姿がとても

ほほ笑ましく思いました。 

 アンケートには、落ち着い

て授業に取り組む中学生の

成長ぶりを喜ぶ声が多く寄

せられていました。 

GENTLEMANSHIP 

 
文責 教頭（後藤） 

一中学区小中交流協議会 ５／２７（金） 

 

 

生徒総会 パネルディスカッション ５／２４（火） 

 

 

テーマ 
「コロナ禍だからこそ、みんなが
『一中でよかった』と思える学校生
活にするために」他 
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○春季弘前地区中学校卓球選手権大会 

・1 年男子シングルス 5 位 松山 禮斗 16 

・1 年女子シングルス 2 位 越田 真菜 12  3 位 佐々木美紅 11  5 位 葛西 和穂 15 

○全日本少年軟式野球大会弘前地区予選 3 位 

田中 太紳 11、佐藤 深海 12、松山  蓮 12、野中 杏輔 13、吹田 蒼空 13、亀田修太郎 14 

川村 虎琉 14、西村 凱智 21、菊池 康介 23、工藤 隼哉 31、櫻庭琉乃心 31、野中 啓汰 31 

吹田 龍紅 31、齋藤 來有 32、蒔苗  緑 32、鹿内遼太郎 33、田中 太朗 33、成田 来夢 33 

小田桐銀二郎 33、佐藤 恵次 34 

○青森県春季陸上競技選手権大会 

・女子ハンマー投げ 8 位 清藤 琴音 32  ・女子円盤投 5 位 青島 綾郁 35 

・女子走高跳 4 位 下山 海優 35 

○弘前地区中学校ソフトボール春季選手権大会 ２位 

岡元 樹里 21、廣瀬 莉心 21、石崎 弥桜 22、杉浦さくら 22、須藤 花凜 22、武田 整奈 22 

花田なゆか 22、笹森 祐月 24、葛西陽菜向 25、齋藤 美南 25、長内 美桜 32、小原 胡海 32 

佐藤 麗愛 33、戸ケ﨑悠奈 33、一戸ひかり 34 

○竹谷工藤杯弘前市内中学校ソフトテニス春季選手権大会 

・個人 1 位 宮原 真凛 22、佐々木美奈 33 

○弘前市春季陸上競技選手権大会 

・男子 400m1 位 佐田  陽 35  ・男子 800m1 位 兼平 脩大 22 

・男子 3000m1 位 鈴木 朝陽 21  ・男子 110mH6 位 久我  渉 21 

・男子 4×100mR4 位 佐田  陽 35、兼平 脩大 22、村上 海翔 24、鈴木 朝陽 21 

・男子走幅跳 4 位 村上 海翔 24  5 位 竹谷 虎将 21  ・男子砲丸投 8 位 中田 悠斗 23 

・女子 100m2 位 蓮井 絢音 25  4 位 佐藤 莉夏 21 

・女子 200m3 位 田中 瑠翔 24  ・女子 800m5 位 田中 桜凛 34 

・女子 1500m3 位 奈良 弥生 24  4 位 相澤 奈々34 

・女子 100mH6 位 佐々木瑠乃 24 

・女子 4×100mR1 位 佐藤 莉夏 21、蓮井 絢音 25、田中 瑠翔 24、工藤 徠花 34 

・女子走高跳 1 位 下山 海優 35  3 位 青島 綾郁 35 

・女子砲丸投 1 位 佐藤亜加梨 32  3 位 花田 梨緒 24  8 位 石岡緋那子 25 

・女子走幅跳 2 位 小野 瑚夏 24 

○青森県春季中学生ソフトテニス選手権大会 

・個人 3 位 佐々木美奈 33、宮原 真凛 22 

○NHK 青森放送局｢あっぷるワイド お国ことばで川柳５月｣ 

入選・五月優秀句 三上 紗生 33  入選 奈良岡 茉桜 34 

 

 

○バドミントン 女子団体 優勝  男子団体 優勝 

○陸上競技 女子 総合優勝  男子 総合準優勝 

○サッカー 準優勝 

○ソフトボール 準優勝 

○バスケットボール 男子 準優勝 

○ソフトテニス 女子団体 準優勝  男子団体 準優勝   

○柔道 男子団体 準優勝 

○剣道 男子団体 準優勝 

○水泳 男子 総合２位 

表彰の記録 ６／９（木）現在 

 

 

６月 主な行事 

２３（木）テスト休み～２９ 

２９（水）職員会議     

３０（木）期末テスト         

７月 主な行事 

  ４（月）３年実力テスト       

  ６（水）１年歯科講話      

  ７（木）分散参観日（和徳小他）    

  ８（金）分散参観日（時敏小）   

１１（月）分散参観日（北小）    

１２（火）分散参観日（城東小） 

１３（水）職員会議    

１４（木）２年薬物乱用防止教室 
１７（日）県中体連～１８ 

地区中体連結果（団体・総合） 

 

 


