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人権講演会を行いました。 
12月 17日に、後藤政幸さん（一本足のごっちゃん）をお招

きして、「本当の優しさとは」についてお話をいただきました。

生徒は「どんな個性や障がいがある人とでも、仲良く共生でき

る社会にしていきたい」という感想をもち、これからの生き方

についての考えを深めることができました。 

今後の予定 
1/7(火) 第３期授業開始 
1/10(金)3年期末テスト、1・2年実力テスト 
1/14(火)3年期末テスト 
1/22(水)19:30～ PTA役員互選会議 

（PTA 指名委員会で役員候補者に選出された方が

出席します。案内文書は９日に発送予定です。） 
1/28(火)～31(金) ３年進路懇談 

2/5(水) 授業参観・学級懇談会  

ＰＴＡ実行委員会 

2/11(火・祝) 建国記念の日 

2/13(木)14:00 第２回学校保健安全委員会 

2/17(月)～18(火) １・２年生期末テスト 

2/21(金) ⑤⑥旅立ちの会 

2/21(金)14:00 学校運営協議会 

2/23(日・祝) 天皇誕生日 

2/24(月) 振替休日 

2/27(木) 体育館卒業式設営・３年生式練習 

3/2(月) 全校式練習 

3/5(木) ３年同窓会入会式 

3/6(金) 卒業式 

3/13(金) 生徒会執行部選挙 

3/20(金・祝) 春分の日 

3/26(木) 修了式、離任式、給食なし 

3/27(金)～4/6(月) 春休み 

4/7(火) 始業式・入学式 

書き損じはがき等の 
回収にご協力ください。 

 岐阜県 PTA 基金へのご協力をお願いします。岐
阜県 PTA 連合会の活動を推進するための貴重な資
金となります。 
☆善意の寄付としてご提供をお願いしたいもの 
  書き損じや未使用の未投函はがき、切手、 
  カード（クオカード、テレカ、図書カード等）、 

商品券、ギフト券、旅行券、株主優待券等 
☆善意の寄付金の使途 
  ◇毎年の「県定期大会」「県研究大会」及び７

年ごとに開催する「東海北陸ﾌﾞﾛｯｸ PTA連合
会岐阜大会」の運営資金（総額の 60％予定） 

  ◇郡市 PTA の活動の充実のための資金とす
る。        （総額の３０％予定） 

  ◇児童生徒のための養護・福祉施設への寄付
金とする。     （総額の１０％予定） 

☆収集について 
  お子さんを通して学校（担任→教頭）までお

届けください。 
☆期間 １月７日（火）～１月１７日（金） 

【お知らせ】 

岐阜県から交通遺児・犯罪被害者遺児激励金支

給事業の案内が来ました。詳しく知りたい方は教

頭までお問い合わせください。 

入学説明会を行いました。 

 12月４日に、来年度入学予定の小学校６年生とその保護 

者を対象に、入学説明会を行いました。１年生は学年合唱 

を披露し、６年生と保護者の皆さんから大きな拍手をいた 

だきました。６年生は授業や学校施設を見学し、中学校へ 

の入学に期待をふくらませていました。 



  
 表彰の紹介 
岐阜地区中体連卓球競技 女子団体 第３位 
岐阜県中体連卓球競技  女子団体 準優勝 

女子個人 上出京佳 東海大会出場 
岐阜地区中体連ソフトテニス競技 
 男子団体 優勝 
 男子個人 準優勝 細野謙斗・高橋琉生組 
      第３位 森友弥・神戸思音組 
岐阜県中体連ソフトテニス競技 
 男子団体 第３位 
 男子個人 第３位 細野謙斗・高橋琉生組 
  第３位 森友弥・神戸思音組 東海大会出場 
東海中体連ソフトテニス競技 男子個人 

 第５位 森友弥・神戸思音組 全国大会出場 
岐阜県青少年美術展 少年の部 絵画・デザインの部 
 優秀賞 齋藤龍樹   入選 木村春太 
 準入選 山下優梨 永田星華 相沢杏奈 

清水希妃 鈴木香帆 藤本紗也 浅野友愛 
羽島市児童生徒科学作品展  特選 細野謙斗 

入選 長江陽哉 春日井翔太 成瀬将真 
羽島市小中学校読書感想文コンクール 
準特選  北村紘聖  入選 齋藤綺 山下夢歩 

市民観月会少年の部俳句部門 佳作 瀬古モアナ 
羽島市文芸祭 現代詩部門 優秀賞 加納和希 

 入選 青山瑞希 井亦 妃菜 
俳句部門入選 古谷美結 不破実穂 水谷歩夢 

佐藤天音 齋藤龍樹 山下優梨 高杉颯 
服部峻之介 西尾ほのか 

短歌部門入選 淺野真矢 大熊初奈 髙田栞凪 
 中村梨沙 上田姫桜愛 

岐阜県中学校英語弁論大会 奨励賞 高杉颯 
計量記念日ポスター 入選  山田実佑 
防災ポスターコンクール 
 羽島市教育長賞 岩前志道 
  優良賞 深尾心乃 坂柊奈 
岐阜羽島セントラルライオンズクラブ杯卓球大会 
中学生女子の部 準優勝 沢田菜摘 

県中学１年生軟式野球羽島市予選大会 準優勝 
ISPS HANDA CUP アーチェリー大会 
小中学生ミックス戦 第１位 斉藤史弥 

羽島ブロック秋季バスケットボール大会 
中学女子 第３位  優秀選手 太田衣咲 

中学生イラスト・絵画コンクール 
奨励賞 倉知里咲 深尾心乃 
佳作  倉知里咲 中村碧心 長屋美紅 

 不破彩心 永田星華 
羽島市民体育大会 
 柔道大会 中学男子２年 第３位 五島帆貴 
サッカー大会 優勝 羽島・笠松・中央中学校 

 剣道大会 個人の部 第３位 堀田康希 
 卓球競技大会 一般２部 女子の部 準優勝 
羽島市教育委員会表彰 男子ソフトテニス部団体 
岐阜県選抜体操競技選手権大会 中学生女子の部 
跳馬     第２位 福田唯華 
段違い平行棒 第３位 福田唯華 

岐阜県体操協会 強化指定選手 福田唯華 
岐阜地区中学生新人卓球大会 女子の部 第３位 
岐阜県中学生新人陸上大会 
女子１年１００ｍ 第１位 森沙也香 

人権作文コンクール 入選 加納和希 

羽島ブロック中学生ソフトテニス大会 
女子 第３位 坂井梨乃・眞野菜月組 
男子 第３位 小林昊恭・長谷川優組 

 濱口芭瑠斗・山田祥稀組 
ＪＡ共済小中学生書道コンクール 半紙の部 
日本農業新聞賞 小川侑紗 淺野真矢 
     入選 新留亜依 
ポスターの部 
 岐阜新聞社・岐阜放送賞 堀野搖 

羽島市文芸祭 
 短歌部門 入選  大熊初奈 髙田栞凪 

        中村梨沙  上田姫桜愛 
俳句部門 入選 服部峻之介 西尾ほのか 
 佐藤天音 齋藤龍樹 山下優梨 高杉颯 
 古谷美結 不破実穂 水谷歩夢 
現代詩部門 優秀賞  加納和希 

入 選  青山瑞希 井亦妃菜 
中学生  税の作文 
 東海税務連絡協議会会長賞 平林啓吾 
中学生イラスト・絵画コンクール 
奨励賞 倉知里咲 深尾心乃 
佳 作 永田星華 倉知里咲 中村碧心 

 長屋美紅 不破彩心 
え・ふねイルミネーションフェア 
特別賞（市議会議長賞） 美術部 

岐阜県児童生徒科学作品展 入選 細野謙斗 
羽島若獅子駅伝競走大会 中学生女子の部 
第５位 陸上部 A 
第６位 女子バスケットボール部 

長良川カップ中学生バスケットボール大会 
女子３位トーナメント 第１位 

ベーテン音楽コンクール全国大会 
 自由曲 連弾 D の部 第５位 谷口優 
中央中学校ボランティア表彰 
田中  高杉颯 岩田朋弥 田中日菜乃 

 大塚万智 中井陽菜 齊藤礼奈 清水希妃 
吉本歩実 浅井駿汰 浅野友愛 

【お願い】 

◆コミュニティスクールだよりでお知らせし

ましたように「学校支援ボランティア」への

登録をぜひお願いします。登録方法は CS だ

よりに書いてありますように、すぐメールで

の登録変更と教頭への連絡をお願いします。 

 

◆防犯上の理由により、登校時間帯(7:30～

8:10)と下校時間帯以外、門扉は常に閉める

ことにしています。夜間も閉めます。保護者

の皆様も、 の通過の際、門扉の開閉にご協

力ください。 

 

◆下校時刻はホームページの「日課表」のよう

に、月（つき）と曜日で決まっています。変更

がある場合は、毎週木曜日か金曜日に教室に

掲示される「翌週の行事予定の詳細」に書か

れます。下校時刻を知りたいときは、事前に

生徒が教室の行事予定で確認することにし

ています。ご協力よろしくお願いします。 


