
 

 

 

 

 

 

 

「蕾(つぼみ)～歌で咲かせる 心の華～」（校内文化祭テーマ） 

 １０月１８日（土）ユープラザうたづで恒例の校内文化祭が行われました。２学期始めから、全

校生がこの日に向けてクラス全員心を一つにして練習に取り組んできました。 

 午前中は農業経営高校拓心太鼓部による演奏を鑑賞しました。演奏技術の高さと少ない人数を感

じさせない迫力ある演奏に驚くとともに、心から楽しい時間となりました。 

 午後からの合唱コンクールでは、今年のテーマ「蕾(つぼみ)～歌で咲かせる 心の華～」のもと、

それぞれの学級が精一杯の歌声をハーモニーホールいっぱいに響かせ、満開の「心の華」を咲かせ

ることができました。 

 合唱コンクールの結果は以下の通りです。 

 

 

      拓心太鼓部の演奏     １年団合唱      ２年団合唱 

                       「明日という大空」    「心の中できらめいて」 

 

 

 

 

 

 

３年団合唱      ３年５組合唱      ＰＴＡ合唱       職員合唱 

「道」           「虹」         「糸」「Let it go」       「ありがとう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢ 新 生 徒 会 ｣ 活動スタート！ 
１０月１８日（土）、感動の「校内文化祭」が終わりました。いよいよ新生徒会の出番です。的場大晟生徒会長を中心に宇多津中学校を

日本一の学校にするため、取り組みをスタートしています。 

 

 

 

 

 

                                        おはっぴー、はろっびーも一緒 

学年 金賞 銀賞 

1年 １組 ２組 

2年 ６組 ２組 

3年 ５組 ２組 

全校最優秀 ３年５組 

平成２６年度                                                      １１月１０日発行 

 

 

 

ＮＯ.６

                      宇多津町立宇多津中学校 

会 長   的場 大晟（２－３） 

副会長   谷川龍太郎（２－１） 小川 実莉（２－２）

副会長   森本 栞梨（１－３） 

書 記   松野 光希（２－１） 佐藤 文香（１－４）

庶 務   福田 直人（２－６） 安藤健太郎（１－５）

香川県学習状況調査の実施について 

 香川県学習状況調査は本年度も本日１１月１０日（月）に実施いたします。実施学年は１、２年生です。 

 検査の目的は、学校としては生徒の学力や学習状況を細かく把握し、指導方法の工夫・改善に役立てたり個に応じた指

導をしたりするようにするためです。また、生徒個人としては現在の学習内容に対する理解度を知り、今後の学習に役立

てることなどが考えられます。 

 問題内容としては「基礎的・基本的な知識・技能」と「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判

断力・表現力等」に関する問題です。各学年でぜひ身につけてほしい内容が中心です。 

 教科は国語、社会、数学、理科、英語です。 

朝のあいさつ運動 

ボランティア生徒

やＰＴＡ役員さんも

立ってくれていま

す。 



「新ＰＴＡ朝のあいさつ運動」始まる！ 
１０月２７日（月）から全員の保護者を対象とする 

新しい「朝のあいさつ運動」がスタートしました。宇 

多津中学校をよりよい学校にするための小さな一 

歩として、「おはよう」の輪を広げていきませんか？ 

予定は下記の「行事予定」をご覧ください。月曜日と 

木曜日を基本としています。当番の日でなくても結 

構です。ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 11 月 7 日（金）8:30～11:30 

11 月 19 日（水）8:30～11:30 

松谷智子先生 宇多津小学校との兼務です。 

  相談日 11 月 10 日（月）8:30～11:30 

11 月 17 日（月）13:00～18:00 

▽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＞ 

１１月以降の主な行事予定 部活動などでの活躍 

□全日本中学生水の作文コンクール 

 入選 藤田佑菜、和田澪里 

□ 全国中学生カヌー大会 １年生ＷＫ－１の部 

 第８位 福田りん 

□ 中讃柔道選手権大会 

50kg以下級 準優勝 十河一磨 

   59kg超級  優  勝 大西一真  準優勝 藤原裕季 

   女子の部  優  勝 出水咲弥 

□ 中讃地区女子柔道大会  準優勝 出水咲弥 

□ 綾歌郡少年剣道錬成大会 優  勝 福原慎吾 

 準優勝 福原花奈子 

□ 坂出綾歌中学校英語弁論大会 

 優秀 藤澤拓也、白川奈月 

□ 第１４回全日本新体操クラブ団体選手権シニアの部 

   優勝 エンジェルＲＧカガワ日中 植松桃加 

□ 全日本ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会 

  Ｕ－１４ 女子２部Ｂ 優勝  野田さつき 

□ 第２８回かささぎ杯新体操競技会 

 女子個人総合 第１位 植松桃加 

□ 青少年感想文全国コンクール坂綾審査会 

優秀 高田彩弥音 

入選 久米和奏、秋山佳奈、藤澤茉央、香川陸、濵田卓志 

□ 第３２回全日本ジュニア新体操選手権大会 植松桃加 

女子個人総合 第８位、女子個人種目別 リボン 第６位 

□ 第３８回農業共済書写コンクール 佳作 前田 桜 

□ 桃太郎杯第３５回西日本カヌースラローム選手権大会 

  第２位 岡崎 舞子 

≪郡市・県新人大会等の結果は裏面に！≫ 

１１月１日（土） 綾坂新人大会（サッカー、バスケットボ

ール、バドミントン） 

         県新人大会（ソフトテニス女子団体） 

１１月２日（日） 綾坂新人大会（サッカー、バスケットボ

ール、バドミントン） 

１１月 ３日（月）～６日（木） 屋島集団宿泊学習（１年） 

１１月 ４日（火） ３年補習、ＰＴＡ広報委員会 

          ＰＴＡあいさつ運動（３－２男子） 

１１月 ５日（水） ３年補習 

１１月 ６日（木） ＰＴＡあいさつ運動（３－２女子） 

１１月 ７日（金） １年振替休業日 

１１月 ８日（土） 綾坂新人大会（卓球、剣道、柔道） 

          県新人大会（ソフトテニス個人） 

１１月 ９日（日） 町内一斉清掃 

１１月１０日（月） ＰＴＡあいさつ運動（３－３男子） 

第４回学習の診断（３年） 

          香川県学習状況調査（１・２年） 

１１月１１日（火） ＰＴＡ交通指導、専門委員会 

１１月１２日（水）～１４日（金） 職場体験学習（２年） 

１１月１２日（水） 公立高校説明会 

１１月１３日（木） ＰＴＡあいさつ運動（３－３女子） 

３年補習 

１１月１４日（金） ３年補習 

１１月１５日（土） 香川掃除に学ぶ会 

１１月１７日（月） 全校朝礼、授業参観、テスト発表 

ＰＴＡあいさつ運動（３－４男子） 

清掃強調週間 １１月１７日～２１日 

１１月２０日（木） ＰＴＡあいさつ運動（３－４女子） 

          入学説明会 

１１月２３日（日） ＰＴＡ研修旅行 

１１月２４日（月） 振替休日 

１１月２５日（火）～２７日（木） 期末テスト 

１１月２５日（火） ＰＴＡあいさつ運動（３－５男子） 

１１月２７日（木） ＰＴＡあいさつ運動（３－５女子） 

１１月２８日（金） ３年補習 

１２月 １日（月）～１２日（金） 人権旬間 

１２月１７日（水） 期末懇談会(３年生のみ) 

１２月１８日（木）・１９日(金) 期末懇談会 

１２月２３日（火） アンサンブルコンテスト中讃地区大会 

１２月２４日（水） 終業式 



□ 県新人大会 水泳 
  ２年男子1500m自由形 第２位 松野光希 

  １年女子100m 平泳ぎ 第３位 原田梨玖 

  １年女子200m 平泳ぎ 第２位 原田梨玖 

□ 綾坂郡市新人大会 剣道部 
  男子個人 優勝 福原 慎吾 

  女子個人 優勝 福原花奈子 

□ 綾坂郡市新人大会 ソフトテニス部 
 女子団体 準優勝 

小川実莉、麻生実佑、堀内 遙、黒川桃菜 

金井未夢、宮本寧々、秋山優花、玉井里奈 

□ 綾坂郡市新人大会 ソフトテニス部 
 女子個人 第３位 秋山優花、玉井里奈 

□ 綾坂郡市新人大会 サッカー競技 優勝 

□ 綾坂郡市新人大会 バスケットボール競技女子  準優勝 

□ 綾坂郡市新人大会 バドミントン競技 
  女子団体 優勝 

  大塚 舞香、横山くるみ、多田羅絢子、濵岡 郁美 

佐藤 美紅、高田彩弥音、福田真里亜 

  男子個人 

シングルス 第２位 大塚 海斗 

  女子個人 

  シングルス 優 勝 多田羅絢子 

  ダブルス  第２位 横山くるみ・佐藤 美紅 

  ダブルス  第３位 大塚 舞香・濵岡 郁美 

□ 綾坂郡市新人大会 柔道競技 
女子団体  優勝  出水 咲弥、本川 真衣、阿河 葵 

□ 綾坂郡市新人大会 柔道競技 
男子団体  準優勝 

□ 綾坂郡市新人大会 柔道競技 
女子個人無差別級  優勝  出水 咲弥 

            準優勝 本川 真衣 

  男子個人５０ｋｇ級 優勝  鈴木 太陽 

            準優勝 十河 一磨 

  男子個人５５ｋｇ級 優勝  小山 翔大 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５４回綾歌郡教育文化祭 展覧会 
＜書写部門＞ 

特選   森本 紗彗 

入選   尾﨑 海羽   佐藤 文香   佐久川璃子   山地 恭叶   秋山梨々香   浅野 友紀 

大津 きみ   大利 真以   黒川 桃菜   福原花奈子   佐伯 結衣   久米 和奏 

山地 晃生 

 

 

＜美術平面部門＞ 

特選   三浦 弘樹   金沢 朱音 

入選   光川 千裕   松井 大知   蛭子  蓮   貞野 涼介   佐藤 文香   豊永 涼太 

前川龍之介   水野  凜   樋笠 絢菜   香川  陸   十鳥有希菜   好井  藍 

山下 琴音   横川 誠人   黒川 桃菜   小川 実莉   檜垣 祐介   宮本 大輝 

大津 きみ   大利 桃香   阪内 亮介   森 麻緒莉   西角 史帆   岡本恵里奈 

大浦 理芳   山下 侑葉   元谷 夢乃   宮本 佳奈   大西 一真   西田 理人 

村越  龍   藤井 公花   峰 すずな   徳井 直美   多田羅佑太   森本 紗彗 

西山 広海 

 

 

＜技術・家庭科（技術）部門＞ 

入選   田中  仁   松井 大知   髙石  心   阿河  葵   安藤健太郎   濵田 卓志 

西岡 龍生   三浦  稜   山下 以真   泊  幹太   山本 晃生   福原 慎吾 

 

 

＜技術・家庭科（家庭）部門＞ 

入選   藤井 彩乃   藤澤 茉央   森本 栞梨   丸野 桃香   奥田 美優   青木優莉奈 

音泉 志帆   長谷川留郁   濱野 稚菜   山本ゆかり   森永 佳花   朝比奈こころ 

 


