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錦秋の候 保護者・地域の皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。
学校は，朝・昼・夕に合唱祭に向けたクラスの歌声が響く季節を迎えました。皆様方には，次のとおり
これからの行事についてご案内しますので，生徒の姿をぜひ見に来てください。よろしくお願いします。

「磯松中学校 学校へ行こう週間」 10/26（土）～11/1（金）
10 月 26 日（土）～11 月 1 日（金）は「磯松中学校 学校へ行こう週間」です。学校の教育活動を公開
します。保護者・地域の皆様，学校へお越しください。

第 37 回文化祭・合唱祭

テーマ：飛翔 ～限りなく高い壁を乗り越えろ～

10/26

10 月 2６日（土）は，文化祭・合唱祭，PTA 昼食販売を行います。
主な日程・内容は，次のとおりです。なお，この合唱祭は，東広島市中学校音楽会の予選を兼ねています。
＜日程・内容＞
9:00～ ９:00 開会式（体育館）
9:10～12:00 合唱祭，生徒発表（体育館）※発表順と「自由曲」は次のとおりです。
【１年生の部】9:10 課題曲：「夢の世界を」
①３組「永遠のキャンバス」 ②1 組「明日の空へ」 ③２組「Let’s Search For Tomorrow」
④４組「大切なもの」
【２年生の部】9:35 課題曲：「Tomorrow」
①３組「君の隣にいたいから」 ②１組「プレゼント」 ③２組「友」
【３年生の部】10:15 課題曲：「Gifts」
①１組「あなたへ-旅立ちに寄せるメッセージ」 ②２組「YELL」③３組「手紙」
【生徒発表】11:05
①生徒会発表「東広島市平和学習バスに参加して」 小早川威吹（2 年生）工藤詩織（２年生）
②英語暗唱発表 前田佳純（1 年生）上嶋美優（２年生）鷹橋苺華（３年生）山本創意（３年生）
③パソコン部の発表
12:10～13:10 昼食(中庭)・展示鑑賞（特別棟）
〇昼食（PTA 昼食販売 中庭・第１理科室 食券と食べ物の交換は，13:30 まで）
〇部活動展示・家庭科部：お茶席（特別棟３階礼法室 12:10～13:05），花道作品の展示（体育館），
作成展示（被服室）・美術部：作品展示（美術室）・書道部：書道展（金工室）
〇教科展示・国語科：習字展示（体育館）・美術科：作品展示（美術室）・技術科：菊の展示（特別教
室棟 1 階廊下）・家庭科，食育（被服室）・理科，英語，総合的な学習（第２理科室）
〇委員会展示・図書委員会（図書室）
13:20～14:5０ ステージ発表（体育館）
①書道部発表「書道パフォーマンス」 ②吹奏楽部発表
14:50～15:15 閉会式（体育館）
①全校合唱「花は咲く」 ②校歌斉唱 ③合唱祭講評 ④合唱祭結果発表・表彰 ⑤学校長の言葉
ご来校の保護者・地域の皆様へのお願い
・駐車場は，グラウンドをご利用ください。（路上駐車がないようにお願いします。）
・ご来校の際は，生徒玄関の受付名簿にご記入ください。
・合唱祭等，発表・演奏中の体育館への出入りはご遠慮ください。演奏中は，入退場できない場合が
ありますので，ご協力お願いします。
・学校敷地内は，全面禁煙です。
・プログラム・時刻が変わることがあります。
・本館は，立入禁止とします。
・PTA（昼食販売）バザーにご協力ください。

資源回収，PTA 教育講演会，2 年生修学旅行説明会
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11 月８日（金）は，PTA 教育講演会（14:00～15:30）を開催します。神戸親和女子大学発達教育学部
児童教育学科教授金山 健一先生を講師にお迎えして，命の授業「知らないではすまされない ネットいじ
め・SNS 問題の現状と命を守る行動」について今日的な課題として生徒・保護者が一緒に学びます。ぜひ，
地域の皆様もご参加ください。また，資源回収（13:15～13:50）を行います。ご協力ください。
2 年生の保護者の皆様は，講演会終了後，修学旅行説明会（15:40～）を行います。ご参加ください。

各種大会・コンクール・検定の結果

昨年度を上回る大活躍！

【陸上部】第 58 回東広島市中学校ロードレース大会（9/21）
男子総合の部：第 3 位
男子 3 年の部：第 2 位 小島悠生 第 3 位 三淵颯吾 第 7 位 端本大星
男子 2 年の部：第 3 位 坂口雄哉 男子 1 年の部：第 5 位 西中健人
女子 3 年の部：第 3 位 福間千乃 第 7 位 岡田千宝
【陸上部】第 68 回 広島県中学校総合体育大会（9/28・29）
男子総合：第 3 位
男子走幅跳：第 2 位 永野周（3 年）
男子 3000m：第 2 位 小島悠生（3 年） 第 5 位 三淵颯吾（3 年）
【剣道部】第 35 回東広島市中学校秋季大会（10/13）
男子団体：第３位 男子個人２年生の部：佐々木稟
【国語科】2019 年度 第 1 回 日本語検定（8/23）
団体表彰：東京書籍賞 最優秀賞（中学校）
【英語科】第 13 回東広島市英語暗唱大会（9/21）
7th Graide：Alice and Humpty Dumpty 前田佳純（１年） 8th Graide：Peter Rabbit 上嶋美優（２年）
9th Graide：Dolphin Tale 鷹橋苺華（3 年） Original Speech：Microplastics 山本創意（3 年）
【学校給食・食育・技術家庭科（家庭分野）】令和元年度ひろしま給食 100 万食プロジェクト（10/9）
特別賞：「シャキシャキ広島きんぴら丼」時友こはる（3 年）
【国語科】第 69 回”社会を明るくする運動”作文コンテスト（10/23）
会長表彰：永井愛梨（3 年）
【国語科】第 24 回いい歯の日作文コンクール 中学生の部（11/8）
広島県知事賞 重満陽菜（1 年）
佳作：弓井由渚（3 年） 入選：土本奈緒（3 年） 吉田晄太郎（3 年） 嶋崎優良（2 年）
【美術科】令和元年度安佐動物公園動物画コンクール（11/17）
銀賞：原田将裕（3 年） 嶋崎優良（2 年） 銅賞:中澤恒太（3 年） 佳作:大本善生（3 年）
【美術科】令和元年度アウトメディアチャレンジポスター（広島県 PTA 連合会）（12/7）
最優秀賞：山内響（2 年） 優秀賞：高村恵生（2 年）

1１月のおもな行事予定
１１/１日（金）

古典の日 ひろしま教育の日
１６日（土）
呉・賀茂大会
広島県一斉地震防災訓練
１７日（日）
中国中学校駅伝 呉・賀茂大会
いじめ体罰アンケート（２回目）
１８日（月）
部活動停止 22 日朝練まで
５日（火）
家庭科保育実習
２０日（水）
体罰・ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談日
６日（水）
市音楽発表会
２１日（木）
後期中間試験
７日（木）
３年生習熟度テスト
２２日（金）
後期中間試験
８日（金）
３年生習熟度テスト
２５日（月）
第２回避難訓練 2 年生煙体験
13：15 PTA 資源回収
２６日（火）
集金日
14：00 教育講演会
２８日（木）
社会科３年生租税教室
15：40 ２年生修学旅行説明会
２９日（金）
学校評価アンケート（生徒・保護者)
16：20 日本語検定
１２/５日（木）
修学旅行
９日（土）
生涯学習フェスティバル
6 日（金）
修学旅行 3 年生三者懇談
１０日（日）
生涯学習フェスティバル
７日（土）
修学旅行
中国吹奏楽まつり IN さくらぴあ
９日（月）
3 年生三者懇談
１１日（月）
家庭科保育実習
１０日（火）
3 年生三者懇談
１３日（水）
２年生英語検定 IBA
１１日（水）
3 年生三者懇談
１５日（金）
家庭科保育実習
12 日（木）
集金日
SC(スクールカウンセラー)来校日 ５日（火）・１２日（火）・２６日（火）・１２/３日（火）・１７日（火）
心のサポーター来校日 １日（金）・８日（金）・１１日（月）・１５日（金）・１８日（月）・２２日（金）・２５日（月）・２９日（金）
※ＳＣ・心のサポーターとの面談を希望される場合，教頭又は生徒指導主事，養護教諭にご連絡ください。

