
 

 

 

 

 

 

 

今年もよろしくお願いいたします。 
いよいよ、平成２８年（２０１６年）がスタートしました。 

「一日の計は晨（あした）にあり、一年の計は春にあり」と 

か、「一年の計は元旦にあり」と言われています。最初が 

肝心です。今年がすばらしい年となるよう充実した３学期 

のスタートを切りましょう。 

右の写真は宇多津中学校運動場から見た元旦の角山 

です。今年は雲一つない快晴で、最高の初日の出でした。 

今年が皆様方にとりましてすばらしい年になることを心から 

お祈りいたします。 

 

３学期は学力充実の学期にしましょう 
３年生は進路決定の正念場に突入しました。１月１０日（日）からは私立高校の入試が始まります。ま

た、３月８日（火）・９日（水）には公立高校の入試もあります。自分の進路を切り拓くため、体調を整えて、
しっかりがんばりましょう。 

１・２年生にとっては今年度のしめくくりであると同時に来年度への準備期間（０学期）とも言えます。２
月１２日（金）には「学習の診断」も予定されています。これまで学習してきた成果を十分に発揮できるよ
う、授業で学び合うとともに日々の家庭学習の充実に取り組みましょう。 

家庭学習では、計画を立てることやテストで間違えた問題をやり直すことが効果的です。 

２学期終業式にて 
終業式では、バレーボール部、柔道部の表彰、グッドカードの50枚、100枚、200枚、300枚達成者の表彰（バッ

ジの贈呈）がありました。達成者の人数は以下の通りです。 
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その後、校長先生から講話がありました。学期末にはこの学期をふりかえり、反省すべきことは改めなければ

ならない。その一例として、校長室への学級日誌の提出状況について、提出率のよい学級とそうでない学級が

あることについてお話がありました。提出率１位の２年３組を見習って、お互いに声をかけて毎日必ず提出するよ

うにしましょう。 

平成２７年度                                                      １月８日発行 

 

 

 

ＮＯ.９

                      宇多津町立宇多津中学校 

３００枚 ２年５組 西条慎太郎  ３年５組 的場 大晟 

２００枚 ２年３組 柳樂 直人  ２年５組 福岡 芽依 

     ３年２組 小川 実莉  ３年２組 金関あんず 

     ３年２組 橋本 凛佳  ３年２組 松浦 理奈 

     ３年２組 横田 玲那  ３年２組 安西  萌 

     ３年５組 大利 真以  ３年６組 白川 奈月 

１００枚 ２年１組 蛭子  蓮  ２年１組 井上 小雪 

２年１組 永山 雅基  ２年１組 森本 栞梨 

２年３組 谷本 杜和  ２年３組 﨑川  凛 

２年５組 三枝 龍真  ２年５組 越智 絢香 

２年５組 佐久川璃子  ２年５組 西村 望花 

３年１組 大谷 桃香  ３年２組 高木  通 

３年２組 岡崎 舞子  ３年２組 前島 菜津 

３年５組 尾田 由成  ３年５組 濱野 稚菜 

５０枚 １年１名   ２年２０名   ３年１１名 

宇中ＧＯＯＤカード 

（  月  日  曜） 年  組    さん 

（     先生より） 

（内容） 



校長先生の講話のあとは、各学年代表から 

「２学期をふりかえって」の発表がありました。 

屋島集団宿泊学習や文化祭、職場体験学習 

など２学期の主な行事についてのふりかえりや 

新しいことに挑戦したいこと、学年団の雰囲気 

を変えるためにがんばりたいことなど具体的な 

取り組みや目標が述べられていました。 

 生徒指導主事の田邊先生からは、吹奏楽部の演奏による校歌斉唱の由来についてお話が合った後、冬休みの過ご

し方について、具体的にお話がありました。 

 交通担当の大前先生からは、いつも大切にされている「あ・じ・さ・い」ということばの意味について説明があ

りました。どれも大切なことですね。 

「あ」…あんぜん           「じ」…じかんにゆとりを 

「さ」…さわやかな言動        「い」…いっしょうけんめい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンサンブルコンテストの結果については 

裏面をご覧ください。 

 宇中生の合言葉 「凡事徹底」…あいさつ・清掃・交通マナー  

スクールカウンセラーの先生の相談時間 
 スクールカウンセラーの先生方の相談時間をお知ら

せします。相談は保護者、生徒、職員が対象です。 

瀬川知世先生 宇多津北小学校との兼務です。 

相談日 １月１５日（金）13:00～18:00 

１月２２日（金）13:00～17:00 

１月２９日（金） 8:00～11:00 

松谷智子先生 宇多津小学校との兼務です。 

  相談日 １月１３日（水）12:30～17:30 

１月２０日（水） 8:30～11:30 

１月２５日（月）12:30～16:30 

▽相談窓口△教頭吉本または養護教諭高木まで 

▽連 絡 先△０８７７（４９）０８１８＜要予約＞ 

１月からの主な行事予定 部活動や文化活動での活躍 

□ 平成２７年度小・中学校書道コンクール 

  半紙の部 金賞 前田 桜 

□ 郡市新人大会 優勝（バレーボール部男子） 

□ 第４４回「小さな親切」作文コンクール 

  入選 大塚舞香 

□ 中学生の「税についての作文」 

   坂出税務署長賞 香川 陸 

   坂出税務署長賞 的場 暉門 

   坂出・綾歌地区納税教育推進協会賞 尾崎 颯 

   納税貯蓄組合連合会長賞 秋山 佳奈 

   宇多津町議会長賞 佐伯 結衣 

   大蔵財務協会 秋山 佳奈 

□ 青少年読書感想文全国コンクール 坂出綾歌審査会 

 優秀賞 

   音泉志帆、濵田卓志、藤澤茉央、植田真由 

大西力暉、宮本昌汰、貝原悠太 

□ 香川県中学校技術・家庭科作品コンクール 

   入選 三好 颯真 

□ 英語検定 ２級合格  石谷愛理 

         準２級合格 白川奈月   ３級合格１５名 

□ 香川県新人体育大会柔道競技 

 優勝 男子個人50kg級 鈴木 太陽 

 優勝 男子個人60kg級 小山 翔大 

 ３位 男子個人55kg級 十河 一磨 

 ３位 女子個人      阿河  葵 

１月 １日（金） 元旦 

１月 ４日（月） ３年補習 

１月 ５日（火） ３年補習 

１月 ６日（水） 第５回学習の診断 

１月 ８日（金） ３学期始業式 

１月１０日（日） 県新人大会（卓球） 

１月１１日（月） 県新人大会（卓球）  成人の日 

１月１２日（火） ＰＴＡ朝の交通指導  代表委員会 

１月１３日（水） 専門委員会 

１月１４日（木） ＰＴＡ朝のあいさつ運動 

１月１６日（土） アンサンブルコンテスト県大会 

１月１８日（月） 生徒集会 

１月２０日（水） 学校諸費引落日 

進路検討会（３年５時間） 

１月２１日（木） ＰＴＡ朝のあいさつ運動 

 総合１回診断テスト 

１月２２日（金） 英語検定（１年生） 

調査書作成委員会（３年５時間） 

１月２３日（土）～２４日（日）県新人大会（バレーボール） 

１月２５日（月） 全校朝礼 

１月２６日（火） 清掃交流（宇小６年生＆本校１年生） 

１月２９日（金） 清掃交流（北小５年生＆本校２年生） 

１月２７日（水）～２９日（金）３年進路懇談会 

１月３０日（土） 中学校１年生大会（剣道） 

１月３１日（日） 中讃地区市町対抗柔道大会 

２月 ４日（木） 公立高校自己推薦入試 

２月１０日（水） 公立高校自己推薦入試合格発表 

２月１２日（金） 1・2年学習の診断 総合2回診断テスト 

 ３月 ８日（火） 公立高校一般入試（学力検査） 

 ３月 ９日（水） 公立高校一般入試（面接・適性検査） 

 ３月１１日（金） 卒業証書授与式 

 ３月１７日（木） 公立高校一般入試合格発表 

 ３月２４日（木） 修了式 

＜学年代表＞ 

西尾  陸（１－３） 

柳樂直人（２－３） 

大津きみ（３－４） 

三好智己（３－５） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動や文化活動での活躍 

□ アンサンブルコンテスト中讃地区大会 

 金賞 フルート三重奏（十鳥有希菜・西村 望花・佐久川璃子） 地区代表→県へ 

 金賞 金管八重奏（﨑川 凛・古川 優花・田内 佑季・大林 莉湖・井上 小雪 

・和泉杏也菜・安藤健太郎・野口 智生）           地区代表→県へ 

 金賞 木管三重奏（徳永つぐみ・俣野航輝・春田 傑）      地区代表→県へ 

 金賞 クラリネット四重奏（南 仁也・西村あおい・丸野 桃香・白川 結菜） 

 金賞 ミックス七重奏（越智 絢香・井上 結依・鍋島咲耶・安岐 明蓮・宮武 佑丞 

・金関あんず・小西 夢麻） 

 金賞 フルート四重奏（髙石 心・佐藤 春花・田中 友梨・黒木ひまり） 


