
 

 

 

 
 

 

           令和元年度も残り１ヶ月となりました。先日、ご家庭に手紙を配付しましたが、 

          新型コロナウイルス感染症への拡大防止のため、３月２日（月）から３月２５日 

（水）まで休校となりました。残念ながら、３年生の行事は「卒業式」のみとなり 

ました。「卒業式」については縮小開催となり、卒業生・卒業生の保護者・教職員 

のみによる参列とし、時間短縮で開催することとなりました。「卒業式」を例年通り 

の形で行えないことは、とても残念でなりません。卒業生の皆さん、残りの日々を大切に過ごすとともに、 

自分自身の中学校生活を振り返り、そして、お世話になった方々や、後輩たちへの感謝の気持ちを込めて、

船橋中学校の最後の卒業式を、一生の思い出に残るものとしてください。 

また、１年生は４月からは先輩として新入生を迎えるわけですが、１年間で成長した姿で新入生を迎えて

欲しいと思います。２年生はこれからの船橋中学校を背負って立つ存在になります。これまでの船橋中学校

の伝統を引き継ぎ、後輩達を導いて欲しいと思います。そして、船橋中学校がますます発展し、活躍してく

れることを願っています。 

☆第７３回 卒業式について 

１ 日時 令和２年３月１２日（木） 

    受付  ９時１５分～９時３５分（受付場所：１，２年昇降口） 

    開式  １０時００分 

    閉式  １０時３０分（予定） 

２ 式場   船橋中学校体育館 

３ 卒業生の登下校 

    登校  ８時３０分～８時４０分（８時３０分以前の登校はご遠慮ください。） 

    下校  １２時００分 

☆臨時休業中に心がけてほしいこと 

１ 「生活のリズムを整え、体調管理に留意しましょう」 

   起床時間や就寝時間が不規則になったり、食事を摂る時間が日によってまちまちだったりすると体調

を崩してしまうことにつながります。『早寝早起き』と『朝昼晩の食事』のリズムに気をつけた生活を

心がけてください。 

２ 「学習習慣をくずさないようにしましょう」 

   臨時休業中も今まで学校に通っていたときと同じように、毎日学習する習慣を大切にしましょう。 

休業直前に出された課題に取り組むことは勿論、１・２年生で学んだことの復習やこれから学ぶ内容の

予習など出来ることはたくさんあります。４月から順調なスタートが切れるように、時間を有効に活用

してください。 
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３ 「家族の一員としてのはたらきをしましょう」 

   家族の一員として、家のお手伝いをしましょう。身の回りのことや家族のために、すすんで行動 

することで感謝の気持ちも育ちます。 

☆保護者の皆様へ 

１  ３月１８日に予定しておりました学年末保護者会は、臨時休業に伴い、中止とさせていただ 

   きます。何かご相談等がございましたら、各学級担任、学年主任まで遠慮なくご連絡ください。  

                      船橋中学校 ０４７－４２２－８１２１ 

２  現在、通知表の配付、部活動、修了式、離任式に関して検討を進めております。決定しましたら、 

学校メール配信や学校ホームページでお知らせしますので、ご覧ください。 

３   ５月分の給食費の引き落とし日は、３月３１日（火）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。（現１・２年生） 

☆栄光の記録 

○令和元年度 教育奨励賞顕彰に、児童生徒の部（団体・個人）で受賞が決定しましたのでお知らせします。 

＜児童生徒の部＞ 個人 管弦楽部 ３年 ○○ ○○○ 

第８回日本学校合奏コンクール 2019全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト  

ソロ部門 金賞・文部科学大臣賞受賞に対して 

  団体 船橋中学校 管弦楽部 

        第８回日本学校合奏コンクール 2019全国大会グランドコンテスト 

        合奏部門 金賞・文部科学大臣賞受賞に対して 

       第８回日本学校合奏コンクール 2019全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト 

        アンサンブル部門 弦楽アンサンブル金賞・文部科学大臣賞受賞に対して  

○令和元年度 千葉県議会表彰  個人 管弦楽部 ３年 ○○ ○○○ 

第８回日本学校合奏コンクール 2019全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト  

ソロ部門 金賞・文部科学大臣賞受賞に対して 

○令和元年度 千葉県音楽振興協議会より  管弦楽部    感謝状 

第８回日本学校合奏コンクール 2019全国大会グランドコンテスト 

合奏部門 金賞・文部科学大臣賞受賞に対して 

○女子バレーボール部  船橋市バレーボール １年生大会    第３位 

○平成３１年度 ちばジュニア強化指定選手証（バレーボール）  ２年  ○○ ○○       

○平成３１年度 ちばジュニア強化指定選手証（バレーボール）  ２年  ○○ ○○ 

○第７２回 千葉県小中高校書き初め展覧会   千葉日報社賞    １年  ○○ ○○○ 

○青少年読書感想文千葉県コンクール     優良賞       ２年   ○○ ○○  

 

 

   



○「小さな親切」運動の作文コンクール    優秀学校賞   

                      教育長賞       ３年  ○○ ○○ 

                                          実行章        ３年  ○○ ○○ 

                      実行章              ３年  ○○ ○○ 

                     実行章        ３年  ○○ ○○ 

                     実行章        ２年  ○○ ○○ 

○五市合同技術・家庭科作品展（家庭科）  葛南教育事務所長賞   ２年  ○○ ○○ 

                     入 選                ２年  ○○  ○ 

              入 選        ２年  ○○○ ○○ 

                     入 選        ２年  ○○ ○○○ 

入 選        1年    ○○ ○○ 

                     入 選        １年  ○○  ○ 

                     入 選        １年   ○○ ○○ 

               入 選        １年  ○○ ○○○       

 

○船橋市小・中・特別支援学校児童生徒書写展覧会   特 選      ３年  ○○ ○○ 

                          特 選   ２年  ○○ ○○ 

                          金 賞   １年  ○○ ○○ 

 

☆管弦楽部の特別演奏会は、３月２２日（日）に予定していましたが、休校期間中のため 

 ３月２９日（日）に保護者・生徒のみで実施することになりました。 

○日 時：令和２年３月２９日（日） 開場１８：３０  開演１９：００ 

        ○場 所：習志野文化ホール 

       ○曲 目：交響曲第五番 

           「ハンガリー狂詩曲」No，2   美女と野獣  他 

 

            

 
船橋中学校管弦楽部特別演奏会（入場無料） 

 

 



 
 
☆野球部  

文部科学大臣杯 第１１回全日本少年春季軟式野球大会は、３月２１日（土）に予定していましたが、 

新型コロナウイルス感染症への拡大防止のため、残念ながら中止となりましたので、ご報告申し上 

げます。また、全国大会に向けて学校・保護者・地域の皆様より、たくさんのご支援・ご協力をい 

ただき、ありがとうございました。 

 

☆今後の主な予定     

★新型コロナウイルス感染症への対応として、３月２日（月）から３月２５日（水）までは、 

休校となっています。また、部活動もこの期間は、活動中止となっております。最新の情報 

については、学校ホームページでご確認ください。 

月 日 曜 行    事    予    定 
26日 木  
27日 金  
28日 土  

29日 日  

30日 月  

3１日 火  

４月 １日 水  

２日 木  
３日 金  
４日 土  

５日 日  
６日 月  

７日 火 着任式・始業式 

８日 水 入学式 
９日 木 学区小学校入学式 学年日課開始～16日（木） 

1０日 金 ③④新入生説明会 個人写真撮影 ①②１年 ③④２年 ⑤⑥３年 
1１日 土  
1２日 日  
1３日 月 仮入部開始 １年心電図 9：00～14：00 
1４日 火 １組・２・３年生保護者会 １組・１・２年生身体測定 
1５日 水 ３年身体測定 教科リーダー会議 避難訓練 
1６日 木 ３年全国学力・学習状況調査 １・２年生実力テスト 
１７日 金 本日課試行開始 

 

 

 

 



令和２年度 船橋中学校 主な行事予定 

※あくまでも、現時点での予定です。変更があるかもしれませんので、参考までにご確認 

頂ければと思います。 

 

  ４月 ７日（火） 着任式・始業式 

     ８日（水） 入学式 

     １４日（火） １組・２・３年保護者会  

１６日（木） １・２年：実力テスト ３年：全国学力・学習状況調査 
１７日（金） 本日課試行開始 

       １８日（土） ＰＴＡ合同委員会 

２３日（木） ＰＴＡ総会 

       ３０日（木） 学区訪問（４月 30 日、５月１日、５月７日） 

  ５月 ７日（木） １年：給食開始 

     ８日（金） 前期授業参観 部活動保護者会 

６月 ４日（木） 生徒総会 

１１日（木）～１２日（金） 前期中間テスト 

   ７月 ２日（木） 壮行会 

     ５日（日） 船橋市総合体育大会開始 

    １１日（土）～１２日（日） 船橋市総合体育大会  

  ７月２１日（火）～８月３１日（月）夏季休業 

  ９月１２日（土） 体育祭 

    １７日（木）、１８日（金） 前期期末テスト 

 １０月 ９日（金） １年：校外学習（マザー牧場） 

９日（金）～１１日（日） ３年：修学旅行（奈良・京都） 

    １５日（木） ２年：校外学習（鎌倉） 

１６日（金） 前期終業 

    １９日（月） 後期始業 

    ３１日（土） 後期授業参観・PTA バザー 

１１月 ５日（木） ６日（金） ３年：後期中間テスト 

    １３日（金） 合唱祭 ＠習志野文化ホール 

２６日（木）、２７日（金）  １・２年：後期中間テスト 

 １２月 ５日（土） ふなっ子バザール 
１４日（月）～１６日（水） １・２年：二者面談 

    ２４日（木）～１月５日（火） 冬季休業 

  ２月１８日（木）、１９日（金）  １・２年：後期期末テスト 

  ３月 ４日（木） ３年生を送る会 

      １２日（金） 卒業式 

    １７日（水） １組・１・２年保護者会 

２５日（木） 修了式、離任式 

 


