
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月９日、本校体育館において３７名の来賓の皆様をお迎えし、保護者の皆様、新２・３年生、教職員が見守る中、入学

式が挙行されました。１３４名の新入生は、学級担任の呼名にそれぞれ大きな返事をし、本校の第一歩を刻みました。一方、筒中の文

化を引き継ぐ在校生も先輩らしく、新入生を包み込むような懐の深さと力強い歌声で整然とした式典となりました。 

 

      
       新入生誓いの言葉 沢目文弥君（筒井小卒）         歓迎の言葉 生徒会長 佐藤 陸  

      
筒中讃歌 小山廣海  在校生合唱「大切なもの]小笠原太智  全校合唱「翼をください」米田龍正  校歌 林 知杜 

     伴奏 阿部里美           伴奏 藤井颯真李            伴奏 澤田 菫  伴奏 佐藤 恵梧 

 

           
1組 1組             1組２組         1組３組             1組４組 

                     
  元気にあいさつや返事ができ、家族を含めた自分の周りにいる人に不快な思いをさせないよう、十分な気遣いができる心をもっ 

 てほしい。友だちや家族、そして地域の人たちを大切にする、そして他人を妬まず、活動を認めるような大きな心を持った人にな 

ってほしい。そのために自分の心をしっかりと鍛えてください。 

学校は自分を成長させるところだと自分の心に強く言い聞かせてください。学校は集団で生活をしています。時には自分の気持 

ちにそぐわないこともあるでしょう。辛く思うこともあるでしょう。そこでどう対処するかが大事になります。失敗に立ち向かう

心の強さも必要になります。逃げない、どうすれば打開できるかを考える、誰に相談をすればいいのかを考える。苦しければ「助け

て」と言ってもいいのです。 

自分を成長させるものであり、辛いものの一つに勉強があります。私は「勉強は何の為にするの」と聞かれた時、答えにしている

のは「将来の選択肢を広げるため」としています。 

人は自分で自分の生き方を決定する力を持っています。自分の人生に自分で責任を持てるよう、自分の頭と体をしっかりと鍛え

てください。                                      (平成３０年度 入学式 校長式辞より抜粋) 
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平成３０年度 職員一覧 

校訓 誠 実 
  

 ○せ  精一杯努力しつづける心 

  ○い  いつもさわやかに挨拶する心 

  ○じ  自分を厳しく見つめる心 

  ○つ  常に感謝する心 

 職  氏 名 本校

勤務 

教科 部活動 校務分掌等 

１ 校長 岩田  靖 ２ 社会  統括           

２ 教頭 笹  弘道  ２ 理科 科学 ＰＴＡ事務局（事務）    

３ 教務主任 熊澤健一  ３ 理科 野球・科学 教務主任 

生徒を励ます会、同窓会事務局会計 

４ 養護教諭 生駒  薫 １０   保健事務全般  教育奉謝金 

５ 養護教諭 阿部 寿歩  ９   保健事務全般 日本スポーツ振興センター 

６ 総括事務主幹 小山内容子  ４   事務部長  教育事務全般 

７ 主事 蝦名 隼輔  ２   教育事務全般      

８ 技能技師 大塚 淳一  ３   校務一般 

９ 技能技師 沼田 直幸  ２   校務一般        

10 特支学級担任情 小宮山理佳 ６ 英語 コンピュータ 特別支援教育コーディネ―ター 

11 特支学級担任知 佐藤 広美 ３ 国語 剣道 生徒会誌 

12 1学年主任 澤谷 直武 ４ 技術 バスケット ＰＴＡ保体 

13  副主任 岡田 賢悦  ５ 美術 美術 中文連理事 

14 1組学級担任 岡  嵩斗 ２ 保体主 剣道 特別活動部長    

15 2組学級担任 生田 元気 ２ 数学 バレー 部活動計画 全校生徒会（後期）           

16 3組学級担任 鈴木あづさ  ４ 音楽主 吹奏楽 地域交流 

17 4組学級担任 長内  聡 ２ 国語主 テニス 司書教諭ボランティア活動推進教師            

18 学年担任 番 由美子 ２ 社会 陸上 研修主任 中教研理事             

19 学年担任 櫻庭 広美 ２ 英語 バドミントン 生徒会会計        

20 ２学年主任 永澤 和人 １ 理科 器械体操 県ＰＴＡ安全互助会 ＰＴＡ広報 造道中 

21 1組学級担任 米田 泰史 ２ 数学 バレー 生徒指導主事 いじめ防止推進教師Ｐ校外 

市数学事務局 

22 2組学級担任 籏谷 記代 １ 社会主 テニス キャリア教育推進教師    蓬田中 

平和ミーティング 

23 副主任 3組学担 野崎  愛  ３ 英語 新体操 教育相談         

24 4組学級担任 石戸谷歌織 ２ 英語主 バドミントン 道徳教育推進教師 英語教育推進教師            

25 5組学級担任 菅原 拓也  ２ 保体 野球 中体連理事 

26 学年担任 船木 直人 ７ 理科主 サッカー 総務部長 

27 学年担任 千葉 大輔 ４ 国語 水泳 情報ネットワーク ＨＰ 視聴覚 

28 ３学年主任 栃丸 庄司 ３ 社会 サッカー ＰＴＡ研修 

29 副主任 木野利恵子 ２ 音楽 選抜合唱  吹奏楽部 補佐  

30 1組学級担任 伊東美絵子 １ 保体 新体操 保健主事         平舘中 

31 2組学級担任 日村 優樹 ３ 英語 ソフト 全校生徒会（前期） 

32 3組学級担任 竹越 裕治 ３ 国語 陸上 生徒会誌 
33 4組学級担任 佐藤 淳哉 １ 数学 バスケ 進路指導主事 県数学事務局 横内中 

34 5組学級担任 工藤 宏之 ２ 数学主 卓球 総合的な時間推進教師 市中教研事務局 

35 学年担任 乳井三和子 ４ 家庭主 家庭 学校給食主任             

36 学年担任 佐々木杏奈 ５ 国語 卓球 図書館運営 

37 ＳＣ 岩田 彩子 １   教育相談（申し込みは学校まで）新規 

38 ＡＬＴ イアン・デイ ２ 英語  全学年英語教育 

39 教育活動支援員 川本佳菜子 １   生徒の教育活動の支援     新規 

誠実の花を咲かせよう 
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 ４月１９日(木) 第１回 PTA総会が開催され、多くの保護者の皆さんが参観されました。また、あわせて父母と教師の会 

生徒を励ます会の総会も開催され、以下のように役員の皆様が選出されました。写真は初めての参観授業に緊張気味の１年生 

です。 

 

  

  

   

          

第４７回 青森市 PTA連合会 広報紙コンクール 「つつい」  特別賞 受賞 

 

学校支援地域本部事業始まる  … 学校支援ボランティア募集中です。 

青森市では地域の教育力を学校に生かす取組として、学校支援地域本部事業を行っていましたが、筒井地区 

では筒井小学校のみが行ってきました。この事業は地域ぐるみで学校運営を支援する体制の整備を推進し、教員 

の子どもと向き合う時間の拡充、地域住民の能力や学習成果の活用機会の拡充、地域の教育力の向上を目的とし 

て実施されており、この度、筒井南小と本校が新たに実践することになりました。 

 中学校では ① 図書館の図書整理 ② 定時退下の日のバス乗車の見守り ③ 職員の会議時の部活動の 

 見守りをお願いしたいと思っています。ＰＴＡ活動とは別なのでＰＴＡの方でも、それ以外の地域の方でもＯＫ 

  となります。学校支援コーディネーターにはＰＴＡＯＢ会事務局の佐藤江里子さんに依頼しています。 

        

学校評議員 

 渡辺 洋三 （元父母と教師の会 会長） 

 長尾 良宣 （元父母と教師の会 会長） 

 小泉 三一 （元父母と教師の会 会長） 

 内藤 和夫 （元父母と教師の会 会長） 

       

 同窓会 

 会長 安藤 昌明（ＰＴＡＯＢ会と協議） 
 

        ＰＴＡＯＢ会 

 会長 久保澤 和彦（元父母と教師の会 会長） 

              父母と教師の会 執行部 

 会長   舟山 正臣  （２年）   

副会長    平川 玲美 （３年）  

      竹内千奈美（３年）  木村 玉代（２年）   

監事   山本 治子（２年） 三枝慎太朗（２年） 

  〃    長畑 仁美（３年） 

書記   鈴木愛由美（１年）   

 会計   髙谷真由美（３年）  

執行部補助 樋口加寿子（２年） 田中美奈子（１年） 

      山田 藍（１年）  上田真由美（１年） 

      貝森智香子（１年）  福原 尚美（１年）     

生徒を励ます会  

 会長   木野田 満 （３年） 

副会長   小田 正人 （３年） 

監事    福原  専 （３年） 木村  大（２年） 

理事学年委員長 １年 八戸 智里 ２年 宇野 正美 

３年 加藤美奈子 

Ｐ広報 林  宏美（３年） Ｐ研修 畠山孝子（３年）                     

Ｐ校外 豊川 千乃（２年） Ｐ保体 清藤弘美（３年）     



 

   

 良い学校と呼ばれる学校には良い上級生がいる！！ 

         

 

新年度の本校ですが皆さんに関係する大きな行事が２つ決まっています。 

 １つは青森市社会福祉協議会から依頼されたボランティア指定校で今年度から３年間の予定で、全校で取り組むこと

になります。３年生は昨年も保育園などに自主的に出かけていましたが、今年からは部活動単位などで取り組みたいと

考えています。 

 本校では敬老会のお手伝いや夜桜祭コンサートへの吹奏楽部の出演など以前から、地域の皆さんとの交流は行ってき

ましたが、除雪清掃などの様々なボランティア活動を行い、地域に愛される学校としての立場を固めていきたいと考え

ています。 

 ２つめは平和ミーティングが本校を会場に小野寺市長や市内の全中学校の代表を迎え、１０月３日に開催されます。

平和ミーティングは平和を考え、受け継ぐ集いであり、平和大使の発表や防災などについてのお話を聞く機会になると

思います。 

 ２つの行事を通じて筒井中学校の生徒の良さをアピールしていきたいと考えています。 

最後に、昨年度も話しましたが良い学校と呼ばれる学校には良い上級生がいます。それは集団であり、個人個人の生

徒です。そしていいものはいい、悪いものは悪い，美しいものは美しい，変な時には変だと言える、まともな考え方の多

い人の学校こそが良い学校だと思っています。新たに進級した３年生は後輩の手本とされるように、覚悟を決めてリー

ダーシップを発揮し、ことにあたってほしい。本校の顔としての活躍を期待しています。 

また、２学年はよきフォロアーとしての活躍を期待します。あっという間に、自分たちが先頭に立って活動しなけれ

ばならない時期がきます。先輩の様子を見ながら、自分だったらどうするかを考えることが大事だと思っています。 

友を大事にし、気力を確かに持ち、礼儀と節度を大切にすること、勉学に励むことは自分の将来や夢の実現をするた

めの第一歩であり、これを意識するかしないだけでも違いますので、今までの自分の言動や行動を振り返り、夢や目標

を意識し生活してください。 

 

一人一人が元気よく希望にあふれ、夢や笑顔あふれる筒井中学校を共に作り上げていきましょう。 

                                平成３０年度 １学期 始業式から 

 

 

  

 

http://www.aomoricity.ed.jp/tsutsuichu/H30/index.html 

 

 

           

昨年度から筒井中学校のホームページの完成を目指し

てきましたが情報担当の千葉先生と教頭先生、そして市

教委の葛西富生指導主事の協力で左記のようなトップペ

ージで念願のホームページが完成しました。今までにも

ホームページはありましたが、学校だよりも掲載できず

更新もできない状態でした。スクールカウンセラー来校

日やボランティア募集など全校に配布したチラシやお知

らせなどは掲載し、どんどん情報を更新していきたいと

思っています。 


