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新年あけましておめでとうございます。 

 

             本年も、よろしくお願いいたします。 
 

新しい年を迎え、皆様におかれましては、ますます御健勝の 

こととお慶び申し上げます。 

 

令和２年がスタートし、子どもたちは明るい笑顔で登校してまいりました。今年もご家庭と地域、そして

学校が連携し合い、子どもたちの成長を見守っていけることを願っています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 さて、残り３か月で子どもたちは、１つ学年が上がります。特に、３年生は高校生として本校を巣立って

いきます。全校生徒にとって、１日１日の積み重ねがとても大切になってきますので、学習や行事が充実し

ていくよう職員一同、頑張ってまいります。ご家庭での励ましとご協力をお願いいたします。 

 

＜＜成人の日記念船橋市民駅伝競走大会について＞＞ 

 

令和２年１月１２日（日）、今年も成人の日記念船橋市民駅伝競走大会が行われます。例年通り、船橋市

運動公園をスタートし、船橋アリーナまでの２０．１キロを、６人の選手がタスキをつなぎます。これまで

朝練を中心に、陸上部・サッカー部・野球部・バスケットボール部・バレーボール部など、多くの生徒が練

習をしてきました。その中から下記の９名がメンバーとして選出されました。当日のオーダーは、本番まで

の練習の様子を見ながら決定していきますが、選出された生徒を紹介します。 

○○ ○○（野球 ２年）、○○ ○○（野球 ２年）、○○ ○○（サッカー ２年） 

○○ ○○（バスケ ２年）、○○ ○○（陸上 １年）、○○   ○（陸上 １年） 

○○ ○○（陸上 １年）、○○○ ○○（陸上 １年）、○○ ○○(陸上 １年) 

区  間 運動公園陸上競技場（9:02スタート）～船橋アリーナ ６区間 20.1㎞ 

１区（４．０㎞） 運動公園陸上競技場 ～ 御滝中学校 

２区（４．６㎞） 御滝中学校 ～ 船橋北高等学校 

３区（３．３㎞） 船橋北高等学校 ～ 東京学館船橋高等学校入口 

４区（２．１㎞） 東京学館船橋高等学校入口 ～ 旧新京成バス折返し場所(豊富小隣） 

５区（３．６㎞） 旧新京成バス折返し場所(豊富小隣) ～ 船橋古和釜高等学校入口 

６区（２．５㎞） 船橋古和釜高等学校入口 ～ 船橋アリーナ 

※沿道での応援、よろしくお願いします。（職員チームも走る予定です） 

 

なお、第３８回船橋市小学生・女子駅伝競走大会は、２月１日（土）に、運動公園内 

周回コースにて行われます。女子も男子同様、朝練を中心に、バスケットボール部・ 

陸上部・バレーボール部・ソフトボール部・サッカー部など、多くの生徒が練習をし 

ています。女子駅伝の選手の紹介、結果報告は２月号に載せたいと思います。 

 

令和２年１月１０日  

船橋市立船橋中学校  

    学校だより№９ 

 ℡０４７（４２２）８１２１ 
 

 
 

 

 



 
☆１月の学習・生活目標 
   

〇学習目標  ・人の話をしっかり聞き、授業で自分の意見を発表しよう 
          ～家庭学習を毎日提出しよう～ 
   

〇生活目標  ・毎日の生活を見直し、規則正しい生活を送ろう 
         ・健康管理をしっかりしよう 
 
 
☆３月分の給食費の引き落としについて 
   

３月分の給食費の引き落とし日は、１月３１日（金）になります。保護者の皆様にはご準備のほど、 
よろしくお願いいたします。 
 
 
☆空間放射線量測定結果について 
   

学校敷地内の空間放射線量を、３ヶ月ごとに測定しています。今月は、１月８日（水）に測定をしまし
た。結果はすべての場所において、船橋市が目安とする０．２３以下でしたので、ご報告いたします。 

 
  
 

 

①  転出予定がありましたらお知らせください 

今年度末まで（令和２年３月３１日まで）に転出する予定がある場合は、早めに担任までお知らせくだ

さい。来年度の学級編制の見通しをもつために必要ですのでご協力お願いします。 

 

 ② 特別支援教育就学奨励制度のお知らせ 

  「特別支援教育就学奨励費」は、特別支援学級等に通う児童生徒や通常学級に通う障害のある児童生徒

の保護者に対して、給食費・通学費・学用品費などを援助する制度です。希望する方は、学校に用意して

ある「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」に必要事項を記入し必要書類を添付して、

学校へ提出してください。 

（問い合わせ：教育委員会 学務課 ０４７－４３６－２８５２・２８５８） 

 

③ スクールカウンセラーの来校日について  

 

 １月  ６日（月）、 ２０日（月）、 ２９日（水） 

２月  ３日（月）、 １０日（月）、 １２日（水）、 １７日（月）、 ２６日（水） 

３月  ２日（月）、  ９日（月）、 １６日（月）、 ２３日（月）  

 

＊赤の日が追加になりましたので、よろしくお願いいたします。 

 

その他 

  

保護者会でも説明しましたが、水筒の中に異物が混入されたと思われることが起こりました。 

現在、学校全体で再発防止に努めております。これからも安全で安心して生活のできる学校を 

目指し、職員一同努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 



☆栄光の記録 

 

○女子ソフトテニス部  第９５回 AOI カップソフトテニス女子団体の部 準優勝 

             ○○○○・○○○○      ○○○○・○○○○ 

            ○○○○○・○○○○○  ○○○○○・○○○○○ 

 

○ソフトボール部    第３４回船橋市中学校ソフトボール１年生大会  優勝 

○野球部   第２０回千葉県中学１年生野球大会  D ブロック  優勝 

○演劇部      船橋市中学校演劇部 冬の発表会  

演目  「とぅら とぅら とぅら とぅら とぅら とぅらら－♪」 

団体賞 学校演技賞 

        団体賞 音響賞、照明賞、舞台美術賞 

     個人賞 「あや役」 ○○○○  「ようこ役」 ○○○○○ 

   

○第５３回中学生の税についての作品展 

作文の部     奨励賞  ○○   ○  ○○○○ 

 ポスターの部   奨励賞  ○○   ○ 

 

○令和元年度「税の標語」  佳作  ○○○○  ○○○○ 

 

○令和元年度 人権作文コンテスト船橋・八千代地区大会   

   

           奨励賞  ○○○○○○               

  

           優秀賞  ○○○○ 

 

                      

 

                                      

                                              

 

 

 

 

      
  

 



☆今後の主な予定（２月１４日まで） 

 

＜その後の主な予定＞ 

２／１７（月）職員会議  ２／１９（水）公立前期発表(３年) 小学生体験入学             

２／２０（木）小学生体験入学  ２／２４（月）振替休業  ２／２５（火）公立後期出願(３年)      

２／２６（水）～２／２７（木）正午 公立後期志願変更 

 

月  日 曜 行     事     予     定 
１月 １日 水 元旦 

２日 木  
３日 金  
４日 土  
５日 日  

６日 月 短縮日課 冬季休業明け集会 清掃・集会 学級 月③④ 

７日 火 短縮日課 給食開始 委員長会議 

８日 水 短縮日課 

９日 木 ３年実力テスト ⑤⑥１年百人一首大会（体育館） 

１０日 金  

１１日 土 ＰＴＡ幹事会・理事会 
１２日 日 成人の日記念駅伝競走大会 
１３日 月 成人の日 
１４日 火 短縮日課 
１５日 水 千教研船橋支会  月①②③④ 
１６日 木 短縮日課 常任委員会 
１７日 金 県内私立高校入試（３年給食なし） 
１８日 土  
１９日 日  
２０日 月 短縮日課  職員会議 
２１日 火 短縮日課  全協部長会 
２２日 水 夏見特支交流会 
２３日 木 新入生保護者説明会 14:00～（ランチルーム） ⑤⑥２年百人一首大会（体育館） 
２４日 金    
２５日 土  
２６日 日  
２７日 月  
２８日 火 学級優先日 
２９日 水  
３０日 木 １年キャリア教育（ロータリークラブ） 委員長会議 
３１日 金 特支合同発表会（海神小） 

２月 １日 土 船橋市女子駅伝（運動公園） ＰＴＡ幹事会・理事会 
２日 日 千人の音楽祭（船橋アリーナ） 
３日 月 公立前期出願（３年給食なし） 火①②③④⑥ 
４日 火 公立前期出願  金①②③④⑤⑥ 
５日 水 千教研船橋支会  月①②③④ 
６日 木 短縮日課 常任委員会 
７日 金 水①②③④⑤⑥ 
８日 土  
９日 日  

１０日 月 諸活動停止  放課後スタディタイム 
１１日 火 建国記念の日  諸活動停止 
１２日 水 諸活動停止 公立前期選抜（３年給食なし） ３年生学年日課 

１３日 木 
公立前期選抜  １・２年後期期末テスト ①数②英③国④美 ※給食なし 
学校評議員会 14：30～（第１多目的室） ３年生学年日課 

１４日 金 
１・２年後期期末テスト ①社②理③体・技家④学級   
３年生学年日課  １組 校外学習（高尾山） 

 

 

 

 

 


