
日 曜 行事予定　等

1 木 学校公開月間開始　５時間授業　部活動なし

2 金 小中合唱交流会

3 土 文化の日

4 日 県駅伝競走大会

5 月 ３年三者面談　１，２年二者面談　４時間授業

6 火 ３年三者面談　１，２年二者面談　４時間授業

7 水 ３年三者面談　１，２年二者面談　４時間授業

8 木 集金日　３年三者面談　１，２年二者面談　４時間授業

３年三者面談　１，２年二者面談　４時間授業

２年認知症サポーター養成講座（3,4限）

10 土

11 日 ふじみ野市総合防災訓練（8:30～）

12 月

13 火 ２年修学旅行前臨時健康診断

14 水 県民の日（閉庁日）

15 木 ふれあい講演会（3,4限）　小中合同学校保健委員会（13:40～）

16 金 補習　市内音楽会　テスト５日前部活動停止期間

17 土

18 日

19 月 補習

20 火 補習

21 水 期末テスト１日目

22 木 期末テスト２日目　　専門委員会

23 金 勤労感謝の日

24 土

25 日

26 月 新入生ガイダンス

27 火 １年社会体験学習

28 水 ２，３年学年朝会　学年学級の日（放課後の部活動なし）

29 木 ３年福祉体験学習（車いす体験）

30 金

　　　　　花の木中の洗心無言清掃が変わる！
１０月３日（水）清掃朝会が行われ、清掃時間や清掃への取り組み方につ
いて、全校で確認しました。花中生一人一人が気持ちを整え一丸となって
取り組み、清掃に対して手の行き届いた学校にしていきましょう。

１1月行事予定表          今月の掲示板（１０月）

9 金

輝く 花中生

◎新人体育大会兼県民総合体育大会県大会

水泳女子200ｍ個人メドレー

第５位 木村 麗 さん

◎新人体育大会兼県民総合体育大会

￮ふじみ野市予選会

陸上女子800ｍ走 第２位 中村 桃 さん

☆県大会出場

￮入間東部大会

野球 第３位

ソフトテニス男子 ダブルス 第３位

川村 幸輝 君・真中 乃 君

☆県大会出場

ソフトテニス女子 団体 第２位

★地区大会出場

ダブルス 第５位

前田 奈那 さん・鈴木 りん さん

☆県大会出場

卓球女子 ダブルス 第３位

井上 ゆり子 さん・志村 茉莉 さん

☆県大会出場

バレーボール男子 第３位 ★地区大会出場

大山輝子先生、松岡早苗先生 着任

２学期から産休に入られた勅使河原伊津美先

生の代替として、大山輝子先生が着任しました。

全学年の家庭科の授業を担当します。

また、白木良一先生には大変お世話になりまし

たが、任期満了にとなりましたので、田中先生

の代替として、松岡早苗先生が着任しました。

２年生の英語の授業を担当します。

よろしくお願いいたします。
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輝く 花中生 その２
埼玉県駅伝競走大会ふじみ野市大会

女子の部 優勝 ３８分０３秒
第１区 飯坂 なつみ さん ９分４３秒 区間賞

第２区 藤澤 梨希 さん ６分１２秒 区間賞

第３区 佐久間 鈴帆 さん ６分２８秒 区間賞

第４区 佐竹 秦菜 さん ６分２３秒 区間賞

第５区 中村 桃 さん ９分１６秒 区間賞

☆ 県大会出場

１１月４日（土）熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

男子の部 第２位 ５１分３４秒
第１区 牛窪 大紀 くん ８分５１秒 区間賞

第２区 新井 渚心 くん ８分２１秒 区間賞

第３区 佐藤 輝良 くん ８分２７秒

第４区 柳川 淳樹 くん ８分２３秒 区間賞

第５区 中島 爽太朗 くん ８分３８秒 区間賞

第６区 野田 稜介 くん ８分５２秒

輝く 花中生 その３
ふじみ野市科学教育振興展覧会 入賞者

金賞 ３年 菊池 康太 くん

「ピッチングマシンをゴムの力で作る研究

～第３章～」

金賞 ２年 山﨑 優芽 さん

「エアコンの効き方比べ」

☆ 入間地区科学教育振興展覧会 出品

銀賞 ２年 生田目 彩萌 さん

「ミツバチの生態と養蜂」

銅賞 ３年 相澤 健人 くん

１年 新井 菜月 さん

１年 中村 心結 さん

１年 三澤 遥愛 さん・鈴木 りん さん

１年 井上 ゆり子 さん

１年 大久保 寛太 くん

１年 永易 拓磨 くん

１年 岡田 春陽 さん

１年 下井田 拓樹 くん

１年 羽田野 滉 くん

１年 吉成 悠里 くん・原田 蒼生 くん



　あいさつ運動ありがとうございました。
　５月１１日（木）、１２日（金）の２日間、花の木中学区青少年健全育成会の方々によるあいさつ運動が実施されました。「おはようございます。」という声に、ほとんどの生徒が「おはようございます。」と元気に返してくれました。次回は１０月実施予定です。
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