
 

 

 

  

           

第３２回青森県中学校選抜美術展の審査が、平成３０年も大詰めの１２月２５日に行われ、入選５０点の内、本校から

出品された作品の中から３人の特選を含む２２点が入選しました。美術部としての活動や美術の授業で描いたものですが、

芸術的センスの高い本校の実力が十分に発揮されたものと考えます。 

＜特選＞ 

    
 柿崎璃央 「蔦沼への道」  櫻庭美咲「秋の八甲田」      高森優奈「私の王国」 

  東奥日報社長賞                      青森県中教研美術部会長 

 

                       

＜入選＞ 
 渡部宏美  成田 楓  牧野心音  数馬望生  坂牛遙凪  畠山飛花里 武田夢生 

 滝本亜也  山口彩茜  𠮷永一護  福田ゆかり 佐藤心咲  坂本妃菜  三上 雛 

 佐々木恭楽 工藤芳恵  外川真妃  佐藤 陸  村口礼華 

 

      

 

全日本アンサンブルコンテスト第４３回青森県大会  

   金賞 木管八重奏   東北大会出場  

     成田菜摘 大西ひなた 七尾美来 棟方瑚子 安田江里菜 阿保友唯 小笠原礼瑠 金澤和海 

   銀賞 打楽器三重奏      

小林哩菜 野呂妃蘭々 佐々木爽音 

 

 第６９回青森県中学校体育大会冬季スキー競技大会 

   男子ジャイアントスラローム 第３位 今井丈太 東北大会出場 全国大会出場 

   男子スラローム       第５位 今井丈太 東北大会出場 

 

２０１８年度 バスケットボール女子 U-16日本代表チーム 第 1次強化合宿 安田朋生 

青森市スポーツ奨励賞    秋由 皐杜 

青森県スポーツ奨励賞    平木  陽 

夢を目標に 

  

青森市立筒井中学校 

学校だより    第１１号 

平成３１年 １月 ３０日 

男子２６８名  女子２５０名 

計５１８名 

〒030―0945  

青森市桜川八丁目１５－１ 

文責：校長 岩田 靖 



 

 

全日本アンサンブルコンテスト第４３回青森地区大会 

 金賞 木管八重奏  

 金賞 打楽器三重奏  

 金賞 金管八重奏 

 

平成３０年度 第１７回青森市中学生文芸発表会  

   詩の部   最優秀賞  山内隆寛 

   作文の部  奨励賞   高森優奈  

 

 青森市 万引き防止標語コンクール  優秀賞  成田菜摘  

 

 第３０回 青森市体操発表会 YAMADAカップ 

 ＜体操＞ 

  第２位 武井陽和  第３位 長内玲温 

  第２位 横山萌夏 第３位 𠮷永有亜彩 第４位 北田美華 第５位 村上朝陽 第６位 横濱夏美 

＜新体操＞  

  個人      第２位 野澤優芽 第４位 中村 暖 第５位 柳谷 咲 

  コンテスト  第２位 野澤優芽  

         第３位 小野 栞 中村 暖  柳谷 咲 

         第４位 若山向日葵 三上 曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年、年末恒例の今年の漢字として、京都・清水寺で「災」という字が発表されました。北海道や大阪などで

起きた大きな地震、西日本豪雨、台風、記録的猛暑などにより「災」という字が選ばれた一年でしたが、逆に今

年は穏やかな一年であって欲しいと思います。 

そこで三学期の始業式である本日は「穏やかな心」について話したいと思います。 

これはプロ野球の福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手がいつも心がけている事で、好調の要因をヒー

ローインタビューなどで聞かれた時、「穏やかな心」です。という言葉を多く口にするそうです。 

きっかけは柳田選手が打撃不振に陥り、審判のジャッジに対しても不満を募らせていた時、工藤監督から「も

っと穏やかな心を持ちなさい。」と諭され、それからしばらくの間ほぼ毎日のように工藤監督から「穏やかな心」

という言葉を言われるようになり、それがきっかけで柳田選手は調子を取り戻したそうです。要は心を整える

ことが技術以上に大事であることを諭していたのではないかと思います。 

大人でも人はやることが上手くいかないと他人のせいや原因を自分以外の何かに求めようとします。この傾

向は自分も持っています。それは一般社会や日常生活においても言えることであり、仕事でもイライラを募ら

せながらするようでは大きな成果は得られないですし、それがさらにはミスにもつながったりします。 

そして、車の運転においてもそのイライラが大きな事故につながる事だって十分にあり得ます。中には、ち

ょっとしたきっかけであおり運転などを行う者もいます。朝寝坊や色々なことがあり、約束の時間の遅れそう

であせることもあります。 

 仕事で急に短期間に行わなければならない仕事を依頼されて腹が立ったり、なかなか終わらない仕事に苛立

ちや焦りを感じたり、ミスを取り返すために冷静さを失う事だってあります。そういうときこそ、しょうもな

い意見の食い違いなどで人とケンカする事もあります。 

これらを君たち中学生に当てはめると部活動で結果が出ない時は他人や審判のせいにしがちであったり、テ

ストや通信票で思うような結果が残せない時に親や先生のせいにしがちになります。 

後で冷静になれば、自分が悪いと思いながらも親や先生に反抗することやいろいろなことが気になりながら

も、上手くできず、イライラすることもあるのではないでしょうか。 

 悪循環という言葉があります。あせりやイライラという心の落ち着かない状態、悪いことをした時の気持ち

や人を傷つけたことや後ろめたいことしたという心のある時こそ、上手くいかないものです。 

ただ、そういう時こそ今一度冷静になり「穏やかな心」を持って物事に取り組んでみてはどうでしょうか？ 

自分を客観的に見て、「穏やかな心」をもっているか振り返りましょう。 

３学期は授業日数が一番短い学期ですが、この短い期間に、なすべきことは山ほどあります。特に３年生は、

中学時代の最後のまとめと、進路決定という人生で大切な時期を迎えようとしています。すなわち、人生の階

段をのぼる大切な時です。 

もうすでに推薦入学試験を終えたという人もいますが、ぜひ「穏やかな心」を持って、３学期、そして新しい

元号の元年を過ごして欲しいと思います。        ３学期始業式 校長式辞の一部から  

                              

 
年末の河北新報に横濱夏美の 

記事がありました。 

 

 



 難しい積み木、簡単な積み木 

  高い積み木 低い積み木 

安定した積み木 崩れそうな積み木 

            君の人生はどれ？ 
 

「人生は、積み木のようです。だから、ていねいに 

積み上げていきたいです。私は今、その途中にいる 

のだと思います。しかし、ここで手を抜いて勉強し 

ないと、受験に失敗し、その積み木は崩れてしまい 

ます。春に、今の自分よりも、はるかに高くなった 

心の積み木と一緒に、満面の笑みで、この中学校を 

卒業したいと思っています。 

 

    ３学期 始業式 生徒スピーチ 「３学期に向けて」 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長い休みの期間はとても大切な時間です。私は冬休みの前に勉強や生活の計画や目標を決めました。 

 冬休み努力した点は英検や定期テストに向けての学習です。英検に向けては今までに習ったものを復習したり、問題集を

使って勉強しました。定期テストに向けては教科書にマーカーを引いたり、プリントを見直したりして復習しました。 

 反省点は時間をうまく使えなかったことです。ＬＩＮＥやツイッターなどＳＮＳを利用する時間が増えてしまい、生活リ

ズムが崩れたり、国語や社会など苦手教科を残したまま年を越してしまいました。 

 ２学期はこれらの反省を生かして、時間をうまく使い、効率良く勉強します。 

 学級では、学級会長として２分前着席や私語ゼロの呼びかけを聞いてもらえるような改善方法を考え、係と連携して呼び

かけをしたいと思います。そして、一人ひとり自分の生活を見直し、次の学年の２年生に向けて態度を改めるようにしたい

です。                                       １年 柿崎祐莉香 

私が冬休みの目標として頑張ったことは、実力テストに向けての勉強です。１学期と２学期の中間テストの成績があまり良

くなく、勉強に対してやる気を感じていませんでした。それでもあきらめずに２学期のテスト前にはワークの間違った問題を

何回も見直したり授業で渡ったプリントを万遍なくやったりとテスト勉強を頑張りました。すると、目標としていた点数と順

位を達成することができ、その期末テストからあきらめないことの大切さを実感しました。冬休みの宿題や一人勉強もテスト 

勉強も同じように計画性を持って取り組めました。３学期は実力テストや期末テスト、模擬テストの目標点を高く持ち、思う

ような結果を出せなくてもあきらめずに頑張っていきたいと思います。他にも授業で行われる小テストにも力を入れていきた

いです。 

 ３学期の目標は３つあります。１つ目は授業を今まで以上に大切にすることです。２学期に難しくて解けなかった問題がい

くつかあったので、先生の話を聞き逃すことがないようにしっかりと耳を傾け、その日授業で習ったことは、その日のうちに 

復習を忘れずに行っていきたいです。 

 ２つ目は学級の皆と協力して落ち着いた生活を送ることです。今の学年、学級は落ち着いているとはいえません。私は２分

前着席や授業態度の呼びかけをする委員や係と一緒に声掛けができたらいいなと思います。３学期には先輩達を見送る大事な

行事もあるので、その時には学校全体が落ち着いた雰囲気で臨めたらいいと思います。 

 ３つ目は後輩や先生方に頼られる存在となることです。２学期の新人戦から２学年が部活の中心となって活動し、先輩方が

どれだけ苦労してきたかが分かりました。先輩方が見せてくれた手本となる姿を今後の部活動に生かしていきたいです。 

 最後に学年、学級の皆と協力して、成長し、立派な姿で最上級生として新年度を迎えられるように頑張っていきたいです。 

                                           ２年 長内里緒 

私たち３年生が志望校合格に向けて勝負をかけた冬休みも終わり、ついに今日から３学期が始まります。３年間の集大成

ともいえるこの３学期、私には頑張りたいことが２つあります。 

１つ目は勉強です。２月には私立高校の一般受検、３月には県立高校の受検を控え、いよいよ私たちの将来に関わる運命

の日が近づいてきました。私は冬休みは入試の過去問題を解いたり、苦手分野を繰り返し学習したりと、この冬休みを有効

に活用できました。これまで学習したことを忘れないように、そして確実なものにするために３学期も今まで以上に意欲的

に勉学に励んでいきたいと思います。また、私は２月上旬に中学校最後の大会であるソロコンテスト東北大会が控えていま

す。この大会でも聴いて下さる方々に最高の演奏をお届けできるように勉強と並行して練習を頑張っていきたいです。 

２つ目は学校生活です。私たち３年生は受検が終わるとすぐに卒業を迎えます。この仲間と共に学び、共に生活できる期

間も残りわずかとなってしまいました。仲間たちとの楽しい時間を大切にしていくためにも、学校生活のルールやマナーを

守ることは大切だと思います。やらなければならないことをしっかりとやりきって初めて「本当に楽しい時間」や「大切な

思い出」ができると私は思います。だから、学校の基本的なルールを守ることはもちろん、一人の人間として大切な「挨

拶」や「礼儀」にも気をつけて、過ごしたいです。 

受検まで、卒業まで２ヶ月を切りました。受検との戦いはもうずっと前から始まっているので、今これから私たちにでき

ることはもうあまり多くないかもしれません。ですが、今できることを着実に、精一杯頑張っていく人が自らの夢や理想を

叶える人なのだと思います。志望校合格がゴールではありません。私は自分の夢を叶えるため、自分の夢に一歩でも近づく

ためにこの３学期という短い時間を１分１秒も無駄にすることなく、大切に過ごしていきたいです。そして、志望校合格を

１つの通過点として捉え、自分の将来に向かって、一歩一歩誠実に歩んでいこうと思います。  

３年 対馬優妃 

 

 

 



 
    平成 ３０年度  青森市小中美術展 
＜絵画の部＞ 

１年 準特選   坂牛遥凪  数馬望生   渡部宏美  武田夢生  𠮷永一護  滝本亜也 

     入選    山口彩茜  畠山飛花里  牧野心音  藤川真衣  野呂妃蘭々 成田 楓 

  

 ２年 準特選   古川真菜実 櫻庭美咲 

     入選    三上 雛  佐藤心咲 濱田純音 福田ゆかり 中村 暖  木村心音 坂本妃菜 

 

３年 特選    工藤芳恵 

    準特選   村口礼華  佐々木恭楽  高森優奈 

     入選    外川真紀  奈良颯斗   若山奈那美 

＜工芸の部＞ 

    準特選   佐藤 陸  木村翔詞 

     入選    外崎百萌子 小笠原太智 川口達哉 

 

 

２・３月の行事予定等  
 

２月 １日（金） ３年期末テスト 

   ２日（土） バスケ会長杯予選会（男子） ソフト サンドーム大会 スキー全中大会 

   ３日（日） 部活動休止日 全日本打楽器ソロコンテスト東北大会 バスケ準々、準決勝 

   ４日（月） 諸費振替日 

   ５日（火） 学年専門委員会  SC来校日 

   ６日（水） 全校専門委員会  ３年面接練習 

   ８日（金） 中央委員会 

   ９日（土） 新入生入学説明会 全日本アンサンブルコンテスト東北大会  

         県中学生陸上冬季強化練習会（平木 陽 ・三上 雛） 

  １３日（水） 私立高校入学者選抜検査 

  １４日（木） 第２回学校評議員会 

  １５日（金） 県立高校願書提出日 

  １７日（日） 八戸高専学力検査  バスケ選抜練習会 

  １９日（火） SC来校日 

  ２０日（水）私立高校合格発表日 
  ２２日（金） ３年模擬テスト 

  ２４日（日） 第３回英語検定２次試験 

  ２６日（火） １・２年３学期期末テスト SC来校日 諸費振替日 

  ２７日（水） 全校卒業式練習 

          

３月 １日（金） 高校卒業式～３日 

   ２日（土） 第３回数学検定 バレーボール大会会場 

   ３日（日） 部活動休止 バレーボール大会会場 

   ５日（火） SC来校日 

   ８日（金）県立高校入学者選抜検査日 
         １・２年模擬テスト   体育館 卒業式会場づくり 

  １１日（月） 部活動３年生を送る会 

  １２日（火） 卒業式予行、同窓会入会式 

  １３日（水）第７２回卒業証書授与式                腰塚勇人さんの５つの誓い 
  １４日（木） 県立高等学校合格発表日 

  １５日（金） ＰＴＡ例会 

  １７日（日） 吹奏楽部スプリングコンサート 

  １９日（火） 県立高校再募集検査日 学年専門委員会 

  ２０日（水） 全校専門委員会  大清掃  

  ２２日（金） 中央委員会 県立再募集合格発表 

  ２６日（火） 修了式・離任式 
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