
 

 

 

 

 

９月１４日（土）  ９月１４日（土）「一致団結～力合わせね－と意味ねぇじゃん！」のテーマの

もと、今年度の体育祭  もと、今年度の体育祭が、多くの保護者や地域の方々に見守られる中、開催され

ました。今年は夏休み  ました。今年は夏休み明けからの練習期間が長くなったので、予定通りに準備を

進める         進めることができました。また、当日は朝から雨が降っていましたが、予報通り

雨がしたが、実行委   に雨があがり、教職員と各係の生徒たちが会場準備をスムーズに進めてくれた       

おかげで、特に体育祭の運営上支障なく最後まで競技を終えることができました。

生徒一人一人が日頃の成果を十分に発揮し、生徒たちの表情がとても輝いていました。 

保護者や地域の皆様には、早朝より大勢の方にご観覧いただき、そして温かいご声援をいただきまして、

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

〇体育祭の結果 
 
総合優勝 赤組  
 
 
 
 

学年総合  １年生 １位  ３組 
                   ２位１１組 

３位   ６組 
                 ２年生  １位 ３組 
                     ２位   ５組 
                     ３位 ７組 
                 ３年生 １位 ４組 
                     ２位 ５組 
                     ３位 ９組 
          敢闘賞 １組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１組 大縄跳び 

令和元年１０月４日  

船橋市立船橋中学校  

    学校だより№６ 

 ℡０４７（４２２）８１２１ 
 

  

３年２・３・４組 
２年２・３・４・５組 

１年２・３・４組 

 

 

 

 

 

 

 

 

力強い選手宣誓 

２年生おっ玉ゲーム  

３年生 棒倒し 

１年生 台風の目 

３年生 棒引き 

２年生WINNING ロード 

１年生 ジャンケンくるくるおたまでポン 

閉 会 式 

 

 



 
【令和元年度 合唱祭のご案内】 

 １１月６日（水） １０：００開演  １６：００終了予定 

１，場所  習志野文化ホール  

２，日程（予定）   

１年生・１組保護者受付     ９：４５ ～ 

         開会式                      １０：００ ～ １０：１０ 

１年生発表（学年・学級）   １０：１５ ～ １１：２０ 

１組発表 

２年生保護者受付・休憩    １１：２０ ～ １１：３５ 

         ２年生発表（学年・学級）  １１：３５～１２：４５ 

               昼食・休憩        １２：４５～１３：２０ 

            ３年生保護者受付      １３：１５ ～ 

                ３年生発表（学級）     １３：３０ ～１４：４５      

               休憩            １４：４５ ～１４：５５ 

         ３年生発表（学年）     １５：１０ ～１５：２０ 

 閉会式           １５：２０ ～１５：５５ 
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☆１０月の校納金の銀行引き落としについて 

・今年度最後の校納金銀行引き落としが、１０月２８日（月）に行われます。 

保護者の皆様におかれましては、引き落とし前日までに、口座の残金の確認をお願いいたします。 

なお、６月に一括納入された方と３年生は、今年度の引き落としは終了しています。 

＜引き落とし金額＞ 

１年１組･･･１０，１０８円 ・２年１組･･･１５，１０８円 

１年生･･･１０，１０８円   ・２年生･･･１５，１０８円 

 

☆１２月分の給食費の引き落としについて 

 ・１２月分の給食費は、１０／３１（木）に引き落とされます。ご準備の程、よろしくお願いいたします。 

 

☆１０月の学習・生活目標 

  〇学習目標  後期に向けて、学習のきまり、心得を再確認しよう 

         ～教室環境を整え、授業に集中しよう～ 

 
  〇生活目標 ・合唱祭の練習に一生懸命取り組もう 

        ・きれいな学校にしよう 

 
 

 

 

 

 



☆就学援助制度について  ※教育委員会から、再度のお知らせです。 
 
 
 
 

 

 

 
☆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、１０月３日（木）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。なお、１０月以降は３ヶ月ごとの測定 

 となります。次回は、１月に測定予定です。 

 

☆栄光の記録 
 

○男子テニス部 令和元年度 船橋市秋季市民ソフトテニス大会 

 ・個人の部 第２位 → 県大会出場  ○○○○  ○○○○○  ペア 

 ・個人の部 第３位 → 県大会出場  ○○○○  ○○○○   ペア 

 ・団体の部 第２位 → 県大会出場   

 

○野球部  船橋市秋季市民中学校野球大会  Ａブロック 優 勝 → 県大会出場 

 

○管弦楽部  令和元年度 ＴＢＳこども音楽コンクール 習志野地区大会 

       中学校合奏第２部門  優 秀 

 

○ソフトボール部 船橋市秋季市民中学校ソフトボール大会  第４位 → 県大会出場 

 

○男子剣道部 船橋市中学校総合体育大会 オープン男子 個人戦  優 勝   ○○○○ 

 

○陸上部 第２７回 船橋市中学校新人体育大会  

１年男子 100ｍ 第２位 ○○○○ 

１年男子 100ｍ 第７位 ○○○○ 

    オープン１年男子 100ｍ 第４位 ○○○○○ 

    オープン１年男子 100ｍ 第５位 ○○○○ 
    オープン２年女子 100ｍ 第１位 ○○○○○ 
    オープン２年女子 100ｍ  第８位 ○○○○ 
    男女混合４×100ｍＲ   第１位 ○○○○○、○○○○、○○○○、○○○○ 

 
○平成３１年度 ちばジュニア強化指定選手証 アーチェリー ○○○○ 
 
○市内小中特別支援学校児童生徒夢アート展 
３年 ○○○○○、○○○○、○○○○、○○○○  ２年 ○○○○、○○○○○ 

１年 ○○○○、○○○○○   

 

 
「就学援助制度」は、経済的理由でお子さんに義務教育を受けさせることが困難な保護者に対して、
学用品費（一部）・給食費・医療費（学校保健安全法に規定されている病気に限る）などを援助する
制度です。希望する方は、担任又は事務室にご相談ください。申請書については、学務課、船橋駅前
総合窓口センターでも配付しています。船橋市ホームページからダウンロードしていただくことも
可能です。また、すでに就学援助をご申請いただき、認定に至らなかった方につきましても、ご家庭
の経済状況の急変等がある場合は再度ご申請可能です。 
（問い合わせ：教育委員会 学務課 ０４７－４３６－２８５２・２８５８） 

※船橋市外から通学されている方は、住所地の教育委員会の就学援助担当課へお問い合わせください。 



☆今後の主な予定（１１月１８日まで） 

※その後の主な行事予定 

・１１月２０日（水） 千教研船橋支会 水①②⑤⑥ 

・１１月２８日（木）・２９日（金） １・２年後期中間テスト  ３年実力テスト（４回目） 

※今週配付した校長通信の内容にて、名前の間違いがありました。 

 誤  ○○○○   正  ○○○○   お詫びして、訂正いたします。 

月  日 曜 行     事     予     定 
１０月１日 火 短縮日課  火⑤⑥③④月⑤  委員長会議 

２日 水 短縮日課  水①②③④⑤  諸活動停止 
３日 木 短縮日課  木①②③④⑤  ⑤３年命の授業 
４日 金   金①②③⑤⑥  ⑤生徒会選挙 
５日 土 ＰＴＡ幹事会 9:30  理事会 10:00 
６日 日  
７日 月 【特別日課】 ①教育講演会 月②③④①  常任委員会 
８日 火 【諸活動停止】 完全下校 16：00  短縮日課 火①②③④⑤⑥ 
９日 水 短縮日課  水①②③④⑤⑥  全協部長会 

１０日 木 ３年実力テスト（３回目） 【学級優先日】 
１１日 金                             
１２日 土  
１３日 日  
１４日 月 体育の日 

１５日 火 短縮日課  火①②③④⑤⑥ 
１６日 水 短縮日課  水①②③④⑤⑥ 
１７日 木 短縮日課  木①②③④⑤⑥ 
１８日 金 金①②④⑤終業式⑥  ⑤前期終業式  ⑥通知表配付 
１９日 土 総体駅伝（運動公園） 
２０日 日  
２１日 月 短縮日課 後期開始 月①②③④⑤  職員会議 
２２日 火 新天皇の即位礼正殿の儀 
２３日 水 短縮日課 千教研船橋支会 水③④⑤⑥ 

２４日 木 【特別日課】 木①②③④⑤⑥  合唱祭リハーサル  教科リーダー会議 
２５日 金  
２６日 土  
２７日 日  
２８日 月 ３年学年進路検討会議 
２９日 火 短縮日課  常任委員会  ３年生三者面談（～11/8） 
３０日 水  
３１日 木 短縮日課 木①②③④⑤⑥ 全協部長会 

１１月１日 金 冬服完全実施 
２日 土  
３日 日 文化の日                  
４日 月 振替休日 
５日 火 月①②③④⑤木⑥  ⑥合唱祭事前指導 
６日 水 合唱祭（習志野文化ホール） 
７日 木 １組交流会（湊中来校） 火①②③④⑤⑥ 
８日 金 ⑥第２回生徒集会  水①②③④⑤金⑥ 
９日 土  

１０日 日  
１１日 月 ３年後期中間テスト  月①②③④⑤ 
１２日 火 ３年後期中間テスト  金①②③④⑤⑥ 
１３日 水 ２年生職場体験  火①②③④⑤⑥  学校評議員会  給食試食会   
１４日 木 ２年生職場体験  ３年学年進路検討会議  １年人権集会 
１５日 金 水①②③④⑤月⑤ 
１６日 土 後期授業参観・ＰＴＡバザー                 
１７日 日 船橋をきれいにする日 
１８日 月 代休 

 

 

 

 


