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至 誠
教育目標 これからの時代を切り拓く たくましい生徒の育成

キーワード 至 誠 ～ 精一杯 心をこめて ていねいに ～

令和元年も残すところ２週間ほどになりま 終業式の日に表彰します。
した。令和２年１月の主な行事をお知らせし ◇令和元年度「税の標語」
ます。 全国間税会総合連合会 会長賞

１日（水） 元日 ３年 幡谷 俊太朗
７日（火） 第３学期始業式 ◇交通安全ポスター作品コンクール

交通安全立哨指導 優秀賞 １年 中島 汐遥
～１０日（金） ◇炎天寺一茶まつり全国小中学生俳句大会

９日（木） 学力診断テスト（１年・２年） 入選 ２年 藥師川 颯汰
実力テスト（３年） ◇小美玉市ソフトテニス大会
私立高校推薦入試 優勝 小沼 恵・千葉澪未 ペア
委員会⑥ 準優勝 郡司望美・斎藤 凜 ペア

１２日（日） 小美玉市成人式典 ◇笠間市長杯バスケットボール大会
１３日（月） 成人の日 第３位 女子バスケットボール部
１４日（火） 学年末テスト（３年） ◇クリスマス研修大会
１６日（木） 自転車点検 準優勝 女子ソフトテニス部
１７日（金） 初任研・３年次授業研修会 ◇ナイスハートふれあいフェスティバル
２１日（火） ３年三者面談① ２０１９（学校教育）美術展
２２日（水） １年スキー学習１日目 【出展】３年 浅野 友那 沼田 惇哉

３年三者面談② 勝又 大輔 杉田 司
２３日（木） １年スキー学習２日目 ２年 岸 颯汰 橋本 優香

３年三者面談③ 野路 主貴 堀越 恭斗
２４日（金） １年スキー学習３日目 木植 知世 平井 柚木菜

３年三者面談④ １年 内田 大都 村山 悠太
２７日（月） ３年三者面談⑤ ◇日本漢字能力検定

校長室での会食（３の１①） 【３級】３年 大橋 萌那 城 楓花
２８日（火） 校長室での会食（３の１②） ２年 千葉 澪未 小野 栞
２９日（水） 校長室での会食（３の１③） 【４級】３年 宮窪 奏音
３１日（木） 校長室での会食（３の１④） ２年 伊野 航 岡村 琉心

斎藤 凜 藤平 良江
藤巻 紗芭

１年 杉浦 叶笑
11月・12月のテーマ「君の優しさは太陽級」 【５級】１年 井坂 愛唯 石川 亜唯良
○誰にでも平等に接することができた人 寺澤 ゆりな 都 音葉
○素直に感謝を伝えることができた人 ◇実用数学技能検定
○困っている人に寄り添うことができた人 【３級】３年 山下 優羽 長島 千尋
１年１組 植田 綾華 櫻井 耶真斗 【４級】３年 大山 萌乃 城 楓花

２組 富山 春香 宮内 蓮冬 ２年 羽生 莉沙 内田 陽真里
３組 福田 四季 宮内 蘭 斎藤 凜

２年１組 伊野 航 高須 南 ◇いばらきっ子郷土検定
２組 桜井 麻那美 山口 真優 【２級】２年 伊野 航 伊能 槙之介
３組 亀井 美雨 中根 銀次 小沼 可怜 名塚 帆乃

３年１組 樋口 悠月 山下 優羽 松本 莉歩 村澤 依純
２組 村山 勝哉 山口 魁斗 大場 大聖 川島 悠月
３組 川又 そら 増子 芽依 斎藤 凜

＊裏面に３級合格者＊

小美玉市立小川南中学校 学校だより
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◇いばらきっ子郷土検定
【３級】２年

大塚 菜月 小山田 百恵 金塚 巧実 河原井 史斗 関町 咲葵
高須 南 仲田 和輝 幡谷 真希 広瀬 尚哉 代々木 翔
内田 蔵人 江幡 匠真 大原 千遥 川井 文行 倉田 桜
千葉 澪未 長島 彩香 西村 美香 橋本 竜馬 羽生 莉沙
藥師川 颯汰 吉水 未来 伊野 友盛 今泉 綾菜 今川 実花
内田 陽真里 小野 栞 亀井 美雨 戸塚 優斗 中根 銀次
沼田 乃映 長谷川姫由菜 藤平 良江 藤巻 紗芭 三浦 奈々
山本 理絵


