
 

 

 

 

 

 厳しい残暑も和らぎ、風の音、雲の流れに秋を感じるようになりました。保護者の皆様にはます

ますご健勝のこととお喜び申し上げます。これからの時期は、部活動の大会・学習・行事と、１年

で最も充実した時期になります。まず今週末には第２回定期テストがあり、今月末には文化祭が控

えています。１年生も美しいハーモニーをめざし、合唱練習に取り組んでいるところですが、この

取り組みを通して、協力し合うことの大切さについて学び、さらにクラスの絆を深めてほしいと思

います。 

 

 

  

 ９月２１日(土)に体育大会が開催されました。雨が心配されていましたが、全種目を行うことが

できました。たくさんの保護者の方々や地域の方々の応援の下、素晴らしい体育大会となりました。 

結果  総合優勝 ３組   男子総合 ３組  女子総合 ３組 

      学級対抗３０００ｍＲ     １組 

八の字跳び  男子 ３組      女子 ２組 

      大縄跳び   男子 ３組      女子 ２組 

      ４００ｍＲ  男子 １組      女子 ３組 

      サッカードリブルリレー ２組     バスケドリブルリレー １組 

      １００ｍ   男子 Sさん   女子 Nさん 

      ２００ｍ   男子 Sさん  女子 Iさん 

      ５０ｍＨ   男子 Mさん  女子 Tさん 

      ８００ｍ   男子 Oさん  女子 Aさん 

      走り高跳び  男子 Sさん  女子 Nさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和元年 １０月 １日 

旭市立海上中学校 

第１学年便り 第６号 い ぶ き 

体育大会を終えて 

１組  Iさん 

 私は個人種目の 200ｍに

出ました。練習していくうち

に体力が落ちて遅くなるの

で、自分で課題を決め練習を

しました。本番は体力が落ち

ることなく順位も下がらず

良かったです。クラス対抗の

リレーで一位をとれたこと

も嬉しかったです。中学生に

なって初めての体育大会で

したが、係の仕事や応援もし

っかりして、雰囲気の良い体

育大会でした。来年もとても

楽しみです。 

２組  Mさん 

 体育大会を終えて印象に

残ったことは、サッカードリ

ブルリレーです。僕はアンカ

ーだったので、ゴールを決め

なければいけなかったので

余計に緊張しました。前日は

外してしまいましたが、本番

ではきちんと決めて一位に

なれたので、とても嬉しかっ

たです。学年一位になれなか

ったのが悔しいですが、来年

は一位を狙って悔しい思い

をしない体育大会にできた

らいいと思います。 

３組  Kさん 

個人種目の中で一番楽し

かったのは 50ｍH です。理

由は僕が一位をとれたから

です。僕は走ることが苦手だ

ったので、走る競技で一位が

とれたことが本当に嬉しか

ったです。また、最後のスウ

ェーデンリレーでは、一人抜

かせそうだったのに抜かせ

ず、悔しかったです。得点発

表では予想を超えた総合優

勝でとても嬉しかったです。

来年もがんばろうと思いま

した。 
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 今年の文化祭スローガンは「繋ごう 伝統を新たな時代へ ～響け！９つのハーモニー～」です。

１０月２６日(土)の文化祭当日、素晴らしい歌声を響かせることができるように練習に励んでいま

す。是非保護者の皆様もご来校いただき、お子様の姿をご覧ください。 

 合唱曲 指揮者 伴奏者 実行委員 

１組 この星に生まれて Hさん Nさん Mさん Aさん 

２組 海・風・光 Oさん Oさん Mさん Oさん 

３組 心の瞳 Sさん Mさん Sさん Iさん 

全校合唱・・・ふるさと      学年合唱・・・地球の詩 

 

１０月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月前半の最終下校時刻･･･１７：２０ 

   １０月後半の最終下校時刻･･･１７：００ 

 

１１月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合唱コンクールに向けて 

１日（火） テスト前諸活動停止 

２日（水） 金曜日課 

      テスト前諸活動停止 

３日（木） 第２回定期テスト 

      総合＋（数・国・理） 

      図書館司書・SC 来校 

４日（金） 第２回定期テスト 

      （社・英・技家）＋全校集会 

      第２回英語検定 

９日（水） 水①②③④ B 日程 

       旭市中学校学習指導研究会 

１０日（木） 交通指導日 金曜日課 

 図書館司書・SC 来校 

       秋の交通指導④ 

１１日（金） 木曜日課 B 日程  

      進路説明会 13：30～ 

１４日（月） 体育の日 

１６日（水） 月①②③④⑤学活 B 日程 

１７日（木） 図書館司書・SC 来校 

１８日（金） 旭市教育委員会学校訪問 

２１日（月） 部活休養日 オープンスクール 

２２日（火） 即位礼正殿の儀 

２４日（木） 図書館司書・SC 来校 

２６日（土） 文化祭 

２８日（月） 専門委員会 

３１日（木） 図書館司書・SC 来校 

家
庭
学
習
強
化
期
間
（
～
３
日
） 

合唱リハーサル 

３日（日） 文化の日 

４日（月） 振替休日 

５日（火） 振替休業（１０／２６分） 

６日（水） 月①②③④⑤火⑥ B 日程 

７日（木） SC 来校 B 日程 

８日（金） 火曜日課 B 日程 

１１日（月） 交通指導日 

１２日（火） B 日程 

１４日（木） 図書館司書・SC 来校 

１８日（月）テスト前諸活動停止（～21 日） 

２１日（木） 図書館司書来校 

 第３回定期テスト１日目 

（国・英・社・保体） 

２２日（金） 第３回定期テスト２日目 

（理・数・美／音）全校集会 

２３日（土） 勤労感謝の日 

２５日（月） B 日程 専門委員会 

       部活休養日 

２６日（火） B 日程（～２８日まで） 

２８日（木） 図書館司書・SC 来校 

２９日（金） いじめアンケート 

オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
（
～
２
６
日
） 

１１月の最終下校時刻･･･１６：４５ 
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