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・さわやかな挨拶ができる生徒（礼儀）

・自ら学ぶ生徒 （自学）

・身体をきたえ心をみがく生徒（錬磨）

・進んではたらく生徒 （勤労）
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１０月に入り、様々な学校行事、地域の行事、部活動の秋季大会等が行われました。地域の

お祭りへボランティアで参加した人、部活の発表で参加した人、高根中が地域に根ざしている

ことがよくわかります。学校では前期が終了し、後期が始まった節目の月です。２０日に前期

の修了式が行われ、通知票が生徒にわたされました。生徒会は選挙が行われ、新しい高根中の

リーダーが決まりました。２７日には合唱コンクールがあり、各学年年齢に応じた素晴らしい

歌声を響かせていました。部活動では、各部活が健闘し、船橋の上位にすすむ部活が増えまし

た。なかでも、駅伝部女子は市総体駅伝で準優勝し、県大会へ出場します。吹奏楽部は東日本

学校吹奏楽大会で２年連続で金賞をいただきました。実り多い、高根中の秋です。

１１月の主な行事予定 １１月の最終下校時刻：１７時１５分

日 曜 給食 行 事 予 定 日 曜 給食 行 事 予 定

１ 水 ○ 三者面談 16 木 ○ 水①②③④⑤

２ 木 ○ 17 金 ○ 3年給食後下校 2年歯科相談 教育実習生終了(体)

３ 金 文化の日 18 土 × 授業参観 木③④⑤ バザー12:00～

４ 土 県総体駅伝 日本管楽合奏コンテスト招待演奏 19 日

５ 日 20 月 振替休業日

６ 月 ○ 3年⑥カット 21 火 13 2年職場体験

７ 火 ○ 22 水 13 2年職場体験 給食試食会

８ 水 ○ 英語テスト2年 3年⑥カット 23 木 勤労感謝の日

９ 木 ○ 24 金 ○ 職員会議 完全下校 朝練なし

10 金 ○ 英語テスト⑤3年⑥1年 3年⑥カット 25 土

2年職場体験打ち合わせPM 26 日

11 土 教育フェスティバル(総合教育センター) 27 月 ○ 諸活動停止 保健体育科授業研

12 日 教育フェスティバル(総合教育センター) 28 火 ○ 学習会

13 月 ○ 教育実習生終了(社) 29 水 ○ 学習会

14 火 ○ 3年後期中間テスト 30 木 × 後期中間テスト(国社数)全校進路会議

15 水 × 千教研 木①②④⑤
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実りの秋です 高根中

気合いが入った合唱コンクール
心配された体育館の電灯の改修工事も無事に終わり、予定通り、合唱コンクールが

できました。各学年の発達段階に応じた素晴らしい歌声を聞くことができました。結

果をお知らせします。

１年 最優秀賞 １年３組 ポスター賞 １年１組 指揮者賞 岡田さん１－２

２年 最優秀賞 ２年４組 ポスター賞 ２年１組 指揮者賞 大谷さん２－４

優秀賞 ２年１組

３年 最優秀賞 ３年２組 ポスター賞 ３年３組 指揮者賞 工藤さん３－３

三者面談
各学年からお知らせがいっていると思いますが、１１月に入り三者面談が行われます。

担任の先生と今後のことやお子さんの学校生活のことについてじっくりとお話をする

機会です。特に３年生は進路についての内容が主になるでしょう。お子さんと一緒に

いろいろと調べ、情報を持って面談すると話がスムーズになると思います。

工事のお知らせ
トイレ改修工事は予定通りにすすんでいます。下水道の工事は１０月に入り予備採掘

が予定通りすすんでいましたが、台風の影響で着工が遅れて、部室周り、プール周りは

１１月から始まります。先月号でもお知らせしたとおり、１１月の終わり頃から１月の

終わりにかけて１，２棟の間に車が止められなくなりますので自動車での来校はしない

ようにお願いします。引き続き、登下校時には危険場所等十分把握してください。

授業参観・バザー
１８日(土)に午前・授業参観、午後・バザーが行われます。父母と教師の会の方々

が時間をかけて準備してくれました。みんなで楽しみましょう。

後期中間テスト
３年生は１４日(火)、１，２年生は１１月３０日(木)、１２月１日(金)に行われます。

３年生は進路の関係で早くなっていますが、全力を尽くして頑張りましょう。

２年職場体験
２１日(火)２２日(水)２日間かけて２年生が職場体験に出かけます。どんな体験をし

てくるのでしょうか。仕事をする楽しさ、厳しさ、いろいろなことを体験してきてくだ

さい。お土産話が楽しみです。３９の事業所にお邪魔します。



秋季大会 コンサート

結果報告

バレーボール部

男子 対法田 ０－２ 惜敗

敗者復活 対海神 ２－０ 勝利

対船橋 ０－２ 惜敗

女子 ベスト６ 対飯山満 ２－０ 勝利

対三田 ０－２ 惜敗

敗者復活 対葛飾 ２－０ 勝利

対法田 ２－０ 勝利

対行田 １－２ 惜敗

バスケット部

男子 予選リーグ 対千日一 ７６－３５ 勝利

対湊 ５９－６４ 惜敗

準決勝トーナメント

対七林 ３２－６６ 惜敗

女子 予選リーグ 対宮本 ３５－５８ 惜敗

対船橋 ４０－４５ 惜敗

サッカー部 予選リーグ 対宮本 １－４ 惜敗

対高根台 ２－１ 勝利

対御滝 １－３ 惜敗

野球部 高根・湊・二宮合同チーム

対金杉台・八木が谷・芝山合同チーム

４－０ 勝利

対行田 １－３ 惜敗

陸上競技部

１年男100m ６位 守沢 和真

共通走高跳 ５位 花坂 太郎

共通男800m ３位 佐々井源哉

共通女100m ５位 樋口見紗里

８位 丸尾 光

共通女200m ８位 樋口見紗里

共通女800m ２位 青栁 朋花

共通女1500m １位 瀬川 希子

７位 進藤 咲良

オープン共通女1500m ２位 菊池 璃子

共通女走幅跳 ８位 中沢 彩乃

女４×100mR ４位 中沢 彩乃

三船 萌波

丸尾 光

樋口見紗里

県新人陸上競技大会

共通女800m８位 青栁 朋花

共通女1500m決勝進出 瀬川 希子

市総合体育大会 駅伝の部

男子１４位 １区 佐々井源哉 ２区 永木春瑠 ３区 宮本大誠

４区 吉田輝星 ５区 小宮寛大 ６区 安濃桂太

補欠 桑田拓輝 片渕大翔 山本浩介

女子準優勝 １区 増岡桃花 ２区 進藤愛未 ３区 進藤咲良(区間賞)

４区 青栁朋花 ５区 瀬川希子

補欠 野瀬文愛 菊池璃子 稲川友麻

吹奏楽部

東日本学校吹奏楽大会(栃木県会場)

金賞(２年連続)


