市川市立福栄中学校
第１学年 学年だより
第３号
令和元年５月３１日（金）
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学年種目

ザ☆ハリケーン
１位 ３組 ２位 ７組 ３位 ６組
１年女子学級対抗全員リレー １位 ３組 ２位 ７組 ３位 ４組
１年男子学級対抗全員リレー １位 ４組 ２位 ３組 ３位 ５組
全校種目 部活動対抗リレー
男子の部 １位 陸上部
２位 サッカー部
３位 バスケットボール部
女子の部 １位 陸上部
２位 バスケットボール部
３位 ソフトボール部
女の負けられない戦いがここにある！！（棒引き） 優勝 白組
男ディーズの熱き戦い（騎馬戦）
優勝 白組
紅白対抗リレー
優勝 白組（青バトン）
個人種目 全身全霊～最後まで走り抜け～（持久走）
１年
１位
２位
３位

体育祭おつかれさまでした。初めて体育委員に
入って、不安だったけど、先輩がいろんな事を
教えてくれたおかげで、本番がうまくいきまし
た。いい体育祭にできて、とても良かったです。
これからも頑張ります。
1組
紅組が負けてしまいましたが、きちんと精一杯
みんな取り組めたので、いいと思います。終わ
った後に
先生が言っていたことについて考
え話し合い、さらに集中して来年も頑張りたい
です。
２組
ひかり祭は紅組が負けてしまったけれど、とて
も楽しくできたのでよかったと思いました。３
組はハリケーンやリレーが良い結果が出たので
嬉しかったです。１位をとれたのはみんなの協
力のおかげだと思いました。３組
みなさん体育祭おつかれさまでした。今年の体
育祭は楽しかったですか？楽しんでもらえたの
なら体育委員側としてはすごく嬉しいです。体
育祭をきっかけにクラスの仲も深めて、次の大
きな行事も頑張りましょう。４組

今年は、負けてしまったけど、来年もあります。
悔しいですが、みんなとても頑張っていました。
だからその悔しさを、来年は、笑顔にかえられ
るようにみんなで頑張りましょう。
1組
みなさんおつかれ様でした。２組の結果は上位
ではなかったけれど、２組らしかったなと思い
ます。いろいろ話し合いなど進んで参加してく
れて嬉しかったです。協力してくれて本当に
ありがとうございました。２組
ひかり祭では、クラス全員で協力をして競技に
取り組むことができました。短期間の練習でし
たが、無事終えることができて良かったです。
ひかり祭を機にクラスの団結力が高まったと思
います。
３組
私は学年で体育委員代表をやらせてもらいまし
た。みんなの体育祭に対する熱意がしっかりと
伝わってきました。おかげでとてもやりやすか
ったです。当日もいい体育祭となりました。
ありがとうございました。４組

みなさん、初めてのひかり祭はどうでしたか？
体育委員は、この日のために全力を尽くしてき
ました。
「とても楽しかった」「来年のひかり祭
が楽しみ」と思ってくれたらうれしいです。
ひかり祭、お疲れ様でした。 ５組
中学校に入学して初めてのひかり祭。限られた
練習時間でみんなで協力してすごく盛り上がっ
たひかり祭になったと思います。引き続き中学
校生活でもみんなで協力して、よりよい三年間
にしたいと思います。
６組
みんなで協力していて、言われたことをちゃん
とやっていて、リレーなどで失格もありました
が、ルールを守って、１年生全員楽しんでいて
よかったです。紅白どちらも敵だと思わず、
来年も楽しんでください。 ７組
初めてのひかり祭は、ペットボトル釣り競争な
どをして楽しくできたので良かったです。今年
勝った人は来年も勝てるように、今年負けた人
は来年は勝てるように、日々努力してがんばっ
ていこう。
葦の渚

ひかり祭、お疲れ様でした。初めてのひかり祭
は白組が勝つことができました。クラス対抗の
ものでは、クラスのみんなと仲良くなれたと思
います。次のひかり祭もみんなで協力して頑張
りましょう。
５組
このクラスで最初で最後の体育祭。最初の方は
指示が出せるかが不安だったけど、みんながち
ゃんと聞いてくれ、本番では確実にミスを減ら
せました。これからも体育委員として役目を果
たせるよう頑張りたいです。６組
初めての体育祭、クラスをまとめる体育委員、
不安しかなかったけれど、台風の目もクラス対
抗リレーも良い結果を残せて良かったです。
１－７は心を一つにみんなで応援できたと思い
ました。
７組

Ｎｅｘｔ→行徳ウォークラリー
１，日時
令和元年６月２５日（火） １３：２０～１７：００
２、当日の日程
小雨実施 本降りや悪天候の場合は中止（火５６授業）
給食
１２：３５～１３：１０（明日の連絡含む）
出発
１３：２０～
※班ごと出発、分散し出発（前の班が出発してから５分後に出発）
最終チェック １６：１５～１７：００ 会議室でチェック
教室に戻り、制服に着替え、下校
※当日の部活動について、放課後の練習には参加しません。
服 装 :体操服 ジャージ 福栄中バッグ
持ち物 :水筒 タオル 総合ファイル 帽子（必要な人）
腕時計（班で１つ）
３，内容
①行徳地域を中心としたウォークラリーを行い、
実際に歩いて地域の様子を観察しながら知識を
深める。
②事前学習として、行徳地域の歴史や文化についての調べ学習を行う。
③事後学習として、調べ学習でわかったことや当日に回って気づいたことなどをまとめる。
行徳ウォークラリー実行委員
１組：
２組：
３組：
４組：
５組：
６組：
７組：
集会の計画・運営、ルールの決定など、積極的に動いています。学年全員で協力体制をつくろう！！

６月の行事予定
１

最終下校 １８：３０

土

１６

日

２

日

１７

月

３

月①②③④⑤
月 教育相談週間（～６日（木））
期末試験範囲表配布

１８

火

４

火 火①②③④⑤⑥

１９

水

５

水 水①②③④⑤

2０

６

木

７

木①②③④⑤⑥
１年内科検診 ８：４５～

期末試験 社会・国語・理科

１３：００ 完全下校
期末試験 家庭・数学・英語
専門委員会１３：００～

火①②③④⑤
職員会議
木①②③④⑤⑥
木
１年眼科検診

2１

金 金①②③④⑤⑥

金 金①②③④⑤⑥ 尿検査再検査

2２

土

８

土

2３

日

９

日

2４

月 月①②③④⑤⑥

月①②③④⑤⑥
月 定期試験前諸活動停止

2５

火①②③④⑤⑥
火 行徳探訪（１３：１０～）
尿検査再検査予備

２６

水 水①②③④⑤

27

木 木①②③④⑤⑥

28

金①②③④⑤⑥
金 １年耳鼻科検診 ８：４５～

2９

地区別音楽会 １０：３０～
土 福栄中体育館

３０

日

１０

１１
１２

１３

１４
１５

火①②③④⑤⑥
火 生徒総会⑥ 定期試験前直前学習
学習相談（放課後）
水①②③④ 定例研
水

１３：２０ 完全下校

木①②③④⑤⑥
木 PTA あいさつ運動 （～１４日（金））
１年歯科検診 ８：４５～
金①②③④⑤⑥
金 定期試験前直前学習
学習相談（放課後）
土 県民の日

初めての定期試験、来たる！
６月１７日（月）
、１８日（火）は中学校に入って、初めての定期試験です。授業の内容が中心
だとは思いますが、各教科のワーク等も十分に取り組み、自信を持って試験にのぞめるように
してください。また、テストの当日やその前に提出物の点検をする教科がほとんどです。２週間
前に配布される期末試験範囲表に「どこを取り組めばよいか」が載っていると思います。それを
見ながら計画的に進めましょう。直前に慌てて行っているようでは、頭に内容が入りません！

学級旗コンクール １位

２組

２位

３組・４組

何事も「計画的」に行いましょう。

☀どのクラスも限られた時間の中で、工夫して頑張りました☀

