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新型コロナウイルス感染症の影響により、９月に予定していた修学旅行や遠足が中止と

なりましたが、学年ごとに取り組んだ学習の成果を学年のフロアに掲示したり、これまで

の活動を生かした学年行事を実施したりしています。 

 

１年生は、９月 24日（木）、体育館で、 

遠足のために準備していた出し物や、しっぽとりゲームなど 

の競技を楽しみました。この出し物は？ 

 

 

 

    ２年生は、９月 24 日（木）、学年レク「リアル脱出ゲ 

―ム in都田中」を実施しました。学級の班ごとに手渡さ

れた謎。意味深な映像とともに解きながら、学年フロア

で大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 ３年生は、９月 25日、修学旅行に向けて取り組 

んできた平和学習のまとめとして、原爆被害者の 

会による講演会を実施しました。被爆体験伝承者 

の石綿 浩一（いしわた こういち）さんのお話を 

真剣に聞き、３年生は質問したり意見を述べたり 

していました。終わりに、３年生は群読を披露し 

ました。 

 

都田中学校 教育目標 
～誇り～（学校や自分に自信を持ち、生きる力を育みます。） 
確立（学力や体力など確かな力を身につけ、自主自律を育みます。）〔知・体〕 
共生（思いやりを持ち、自他を尊重する豊かな心を育みます。）  〔徳・公〕 
飛翔（夢を持ち、未来を切り拓く力を育みます。）        〔開〕 

思い出づくり 



 

 

 

  

 10 月１日（木）、生徒会役員及び専門委員会委員長の選挙が実施され、都

田中学校の新たなリーダーが決まりました。選ばれたリーダーの皆さんも選

んだ全校生徒の皆さんも互いに協力し合ってよりよい活動を創りあげてく

ださい。 

 

生徒会会長   井  愛梨    

生徒会副会長 大竹 捺稀    

生徒会副会長 古賀 悠太    

生徒会書記  小泉 詩保    

生徒会書記  竹浪 響輝    

生徒会会計  竹内 一颯    

生徒会会計  川村  優      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新３年学級委員長  三上 羚劉 

新２年学級委員長  重田 華奈 

生活委員長     千葉 緋花 

図書委員長     尾上 七海 

美化委員長     仲村 大駿 

保健委員長     小松原 彩音 

放送委員長     谷口 蓮仁 

体育祭実行委員長  坂口 大知 

さくら祭実行委員長  今  桜子 

 

 

 

 

 

私たちの生徒会 
 

「生徒会」ということば 
「協力」ということば 
心でわかっていても 

口ではうまく説明できません。 
でも、“生徒会”“協力” 

そのことばを、態度であらわせば 
とってもよい学校になるに 
ちがいありません。 

 
そのことばを態度であらわすチャンスは 
体育祭やさくら祭などの行事や 

毎日の学校生活の中にあるはずです。 
 

だから私たち一人ひとりの小さな手を 
みんなであわせた大きな手にしていきましょう。 
そして、自分や学校に「誇り」を持ち、何事にも 
積極的に、また、前向きに取り組み、みんなが 

輝ける学校にしていきましょう。 
                 ＜生徒手帳より＞ 



  

 

 

 

        【10月５日（月）～12月 25日（金）】  

 ６時間授業 ５時間授業 

予 鈴 ８：３０ ８：３０ 

朝学活 （ 5分） ８：３５～ ８：４０ ８：３５～ ８：４０ 

１時間目 （45分） ８：５０～ ９：３５ ８：５０～ ９：３５ 

２時間目 （45分） ９：４５～１０：３０ ９：４５～１０：３０ 

３時間目 （45分） １０：４０～１１：２５ １０：４０～１１：２５ 

４時間目 （45分） １１：３５～１２：２０ １１：３５～１２：２０ 

手洗い昼食準備 （10分） １２：２０～１２：３０ １２：２０～１２：３０ 

昼 食 （15分） １２：３０～１２：４５ １２：３０～１２：４５ 

昼休み （20分） １２：４５～１３：０５ １２：４５～１３：０５ 

５時間目 （45分） １３：１０～１３：５５ １３：１０～１３：５５ 

６時間目 （45分） １４：０５～１４：５０  

帰り学活 （10分） １４：５５～１５：０５ １４：００～１４：１０ 

清 掃 （10分） １５：０５～１５：１５ １４：１０～１４：２０ 

部活動・諸活動開始 １５：２０ １４：２５ 

部活動・諸活動終了 １６：５５ 

11月からは 16:40 

１６：２５ 

総下校 １７：１５ 

11月からは 17:00 

１６：４５ 

 

    ※昼休みを５分延長し、２０分とします。 

    ※３学期、日課表が変更になる場合には、改めてお知らせします。 

 

 

 

 

 ６月から授業を再開したため、１学期は定期テストを実施せず、各教科の学習状況を所

見でお伝えしました。９月には全教科で定期テストを行いましたので、本年度前半の学習

評価をフォルダに入れて、10月９日（金）に配付します。 

 10月 23日（金）には、保護者確認欄に押印の上、 

フォルダを担任へ返却してください。 

 



【10月の主な行事予定】 

1 木 生徒会役員選挙 17 土  

2 金 英検（３年）     SC来校日 18 日  

3 土  19 月  

4 日  20 火  

5 月 朝会 教育実習（～23日） 21 水 花いっぱい運動 

6 火  22 木  

7 水 眼科検診       14：20総下校 23 金 14：20総下校  SC来校日 

8 木  24 土  

9 金 前期学習評価配付   SC来校日 25 日  

10 土  26 月  

11 日  27 火  

12 月 専門委員会 28 水  

13 火 さくら祭・体育祭実行委員会・図書委員会 29 木  

14 水 評議会 30 金 午後さくら祭準備   SC来校日 

15 木  31 土 さくら祭 

16 金 SC来校日    

＜11月の主な予定＞ 

  11/ 2 (月)  振替休日（10/31（土）さくら祭のため） 

   11/11（水） ３年生進路保護者説明会 

 11/12（木） １・２年生 職業講話 

  11/16（月）～18日（水） ３年生 ２学期期末テスト 

   

〇SC来校日 11/６日（金） 13日（金） 20日（金） 27日（金） 

【お知らせ】  

〇格技場の外壁改修工事について 

  挌技場の外壁及びサッシの改修工事を行うことになりました。工事期間中は、生徒の

安全確保を最優先に考え、工事関係業者と連絡、調整し、作業を進めてまいります。 

  工事期間（予定） 令和２年９月 30日（水）～令和３年１月 31日（日） 

  工事の内容    挌技場外壁及びサッシ改修 

            ※校舎から体育館への連絡通路の屋根を一部撤去し、挌技場を

覆うように工事用防護フェンスを設置します。 

            ※工事期間中も挌技場は利用できます。 


