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校長 ○○ ○○ 

秋の気配を感じる季節となりました。ついこの間まで、体操服で汗をかきながら運動をしている
生徒に「熱中症に気をつけよう！」と声をかけていたのですが・・・。 
さて、前期の終了と共に全校生徒に通知表を渡しました。お子様と一緒にご覧になったでしょう

か。学習面、生活面において特に心配なことがある場合は、早めに担任までご相談ください。各項
目において“ふつう”の評価であれば特に問題はないと思います。お子さんがこの半年何を頑張っ
たのか、次に何を努力すればいいのかを一緒に考え、励ましていただけると、今後の成長に繋がる
ことと思います。子ども達には“他人との比較ではなく、以前の自分からどのくらい成長したか”
が大事だと話しています。保護者の皆様にも、他人や兄弟との比較ではなく、半年前（の本人）か
ら成長したことを、お話ししていただきたいと思います。 

 3 年生は 2 年生にバトンを渡し、自分の進路に向けて歩き出しました。１，２年生は、3 年生

から引き継いだ、部活動や生徒会・委員会活動で活躍する立場になりました。それぞれ船中の生徒

としての誇りを持って、前進して欲しいと思います。我々教職員も、日々成長する子ども達を、保

護者の皆様と共に、温かく見守ってまいりたいと思います。今月もよろしくお願いいたします。 
 
 

 
 

１０月２２日（木）に各学年ごとに、合唱祭リハーサルを行いました。今年度は体育館で実施するため、

入退場の動き、ステージ上の並び方、各学級の発表を中心に確認を行いました。特に、新型コロナウイルス

感染症の防止のため、各学年が入場する前に、パイプ椅子の消毒作業を行う、鑑賞時はマスクを着用する、 

指揮者もマスクを着用、ガイドラインに沿って合唱隊形時の距離をとる等、感染防止に努めました。本番も

同じ形で実施する予定です。 
                  

   
 

合唱祭当日について 

 

合唱祭については、１１月１３日（金）に船橋中学校体育館で開催する予定です。今年度は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため規模を縮小し、各学年ごとに実施する予定です。つきましては、ご来賓の皆様

方と保護者の皆様方には「今年度に限り参加をご遠慮いただく」こととなりました。合唱祭を楽しみにされ

ていた方々には大変申し訳ございませんが、このような情勢の中での判断であることをご理解いただきた

いと思います。また、子どもが合唱祭に参加することについてもご家庭で話をして頂き、もし、不安な場合

は担任へ相談していただければと思います。参加しない場合は、別室での対応も考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

令和２年１１月２日  

 船橋市立船橋中学校  

     学校だより№８ 

  ℡０４７（４２２）８１２１ 
 

 

合唱祭リハーサルの様子 

 



１年 ９：００～    令和 2 年度  合  唱  祭 

順 組  曲名 指揮者 伴奏者 

No.１ ４ 地球星歌 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.２ ５ キミのもとへ… ○○ ○○ ○○ ○○○ 

No.３ ７ 心の瞳 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.４ ２ 絆 ○○ ○○○ ○○ ○○○ 

No.５ ６ WITH YOU SMILE ○○  ○ ○○ ○○ 

No.６ １０ 旅立ちの時 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.７ ３ あなたに会えて… ○○  ○ ○○ ○○ 

No.８ ８ 明日へ ○○○○○○ ○○ ○○ 

No.９ ９ ＣＯＳＭＯＳ ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.１０ １１ ＨＥＩＷＡの鐘 ○○ ○○ ○○ ○○ 

２年 １１：００～   

順 組 曲名 指揮者 伴奏者 

No.１ ８ ヒカリ ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.２ ６ 時の旅人 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.３ １０ 親知らず子知らず ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.４ ４ 虹 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.５ ５ 黒い瞳 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.６ ３ 手紙 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.７ ９ 君とみた海 ○○○ ○○ ○○ ○○ 

No.８ ２ 命ある限り ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.９ ７ モルダウ ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.１０ １ 春風の中で ○○ ○○ ○○ ○○ 

３年 １３：４０～ 

順 組 曲名 指揮者 伴奏者 

No.１ ８ 群青 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.２ ２ 言葉にすれば ○○ ○○○ ○○ ○○ 

No.３ ５ 決意 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.４ ３ 信じる ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.５ ９ 君が君に歌う歌 ○ ○○○ ○○ ○○ 

No.６ １１ 花 ○○  ○ ○○ ○○ 

No.７ ７ 郷愁歌 ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.８ １０ 前へ ○○  ○ ○○ ○○ 

No.９ ４ 青い鳥    ○○ ○○ ○○ ○○ 

No.１０ ６ 海の匂い ○○ ○○ ○○ ○○ 

 

 

 



 

 

１０月２日（金）に、今年度の生徒会役員選挙立会演説会が行われました。 

後期からの新たな生徒会本部役員が決まりましたので、ご紹介いたします。 

会   長：○ ○○○（２年） 

副 会 長：○○ ○○（２年）・○○  ○○（２年） 

書   記：○○ ○○（１年）・○○○○○（１年）・○○ ○○（１年） 

会   計：○  ○○（１年）・○○ ○○（１年） 
 

感染症対策についてのお願い 

日頃より感染症対策にご理解ご協力いただきましてありがとうございます。ご家庭の対応で気をつけ 

ていただきたいことを再度確認させていただきたいと思います。 

・健康観察カードの症状の欄に「○」がつく場合は、登校をさせないでください。保護者の方の確認なしに、 

本人が自分の判断で「○」をつける場合が散見されますので、必ず保護者の方が確認をお願いします。 

・ご家族やご兄弟に体調不良で欠勤、欠席される方がいらっしゃる場合は、本人は元気であっても登校 

 はさせないようにお願いします。 

・具合の悪い方が病院で診察してもらう場合は、他の家族（一緒にお休みをしている兄弟など）の登校に 

ついても確認していただけるとありがたいです。お医者さんから「問題ない」と言われた場合は、健康観

察カードにその旨を記入して登校させてください。 

 

船橋市教育委員会からのお知らせ 

市では、市、学校、家庭、地域、関係機関等が連携して、いじめの防止等の

ための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止等の基本的な方向

や具体的な対策などを示した「船橋市いじめ防止基本方針（案）」を策定しまし

た。令和２年１１月１日（日）から令和２年１１月３０日（月）まで、この案

について、市のＨＰ等でパブリック・コメントを実施し、皆さまからのご意見

を募集しています。左記のＱＲコードより市のＨＰをご覧いただき、ぜひご意

見をお寄せいただきますようお願いいたします。 

URL アドレス：https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/kouchou/003/02/p084818.html 

連絡先：船橋市教育委員会 学校教育部指導課 生徒指導班(047-436-2862) 

☆栄光の記録 

○陸上競技部   令和２年度  千葉県中学校新人体育大会  

   ２年         １００ｍ     第４位      ○○ ○○ 

   共通       １５００ｍ      第７位      ○○ ○○ 

         令和２年度  秋季市民陸上競技大会  

    共通       １５００ｍ      第６位      ○○○ ○○ 

   共通        ４００ｍ      第８位      ○○ ○○ 

   ２・３年      １００ｍ      第２位      ○○ ○○ 

   ２・３年    １００ｍ    第６位    ○○ ○○ 

共通        ２００ｍ      第２位      ○○ ○○ 

   共通       ３０００ｍ      第２位      ○○ ○○ 

      共通    ４×１００ｍR    第２位    ○○ ○○・○○ ○○・○○ ○○・○○ ○○ 

      オープン２・３年１００ｍ        第６位    ○○ ○○○       

   オープン２・３年１００ｍ    第７位    ○○○ ○○ 

○野球部  船橋市中学校新人体育大会  軟式野球  Ａブロック  第３位 

新生徒会本部役員決定 

 



○管弦楽部 第９回 日本学校合奏コンクール 2020 千葉県大会ソロ・アンサンブルコンテスト 

       ソロ部門   ○○  ○    ヴァイオリン       全国大会出場 

       第 9 回  日本学校合奏コンクール 2020 千葉県大会 銀賞 

○サッカー部  船橋市秋季市民サッカー大会  第１位 →  県大会出場 

○令和２年度 ちばジュニア強化指定選手証 スポーツクライミング     ○○ ○○ 

                                       陸上競技           ○○ ○○ ○○ ○○ 

                    硬式テニス          ○○ ○○                

○令和２年度 千葉県教育研究会技術・家庭科教育部会作品展   優秀賞     ○○ ○○  

                                                  振興会長賞   ○○ ○○ 

○美術部 ハロウｲンの作品を仕上げて、船中の掲示板に飾っています。 

 

☆今後の主な予定（１１月３０日まで） 最終下校時刻 17:00  留守番電話 18:00 にセット 

月  日 曜 行     事     予     定 
１１月１日 日  

２日 月 短縮日課  給食なし  月①～④  運営委員会   
３日 火 文化の日 
４日 水 水①～⑥ 
５日 木 木①～⑥ ３年後期中間テスト ①国②数③英   ３年ＰＭカット 
６日 金 金①～⑥ ３年後期中間テスト ①理②社③体   ３年ＰＭカット 
７日 土  
８日 日  
９日 月 月①～⑤  職員会議 

１０日 火 火①～⑥ 

１１日 水 水①～⑥ 
１２日 木 木①～⑥  学級優先日 
１３日 金 合唱祭  １年：合合③④⑤⑥  ２年：①②合合⑤⑥  ３年：①②③④合合 
１４日 土  
１５日 日   
１６日 月 月①～⑤  委員長会議 

１７日 火 火①～⑥ 

１８日 水 短縮日課 水①②⑤⑥  千教研  給食なし ＊留守番電話 17:00 にセット 

１９日 木 木①～⑤ 常任委員会 

２０日 金 金①～⑥ 
２１日 土 ＰＴＡ幹事会 ９:３０ 理事会１０：００ 
２２日 日   
２３日 月 勤労感謝の日 
２４日 火 火①～⑥  諸活動停止  放課後スタディタイム 
２５日 水 金①～⑥  諸活動停止  放課後スタディタイム 

２６日 木 短縮日課   木①～⑤  諸活動停止  ３年ＰＭカット  ３年給食なし   
全校進路検討会 

２７日 金 １・２年後期中間テスト  ３年実力テスト １年：①学②社③国④英⑤数⑥理⑦学 
２年：①学②国③理④社⑤英⑥数⑦学  ３年：①学②社③理④数⑤国⑥英⑦学 

２８日 土  
２９日 日 船橋市総合防災訓練 ９：００～１３：００ 
３０日 月 月①～⑤ 



 


