
 

 

 
９月１４日（土）、快晴の元でスポーツステーションが開催されました。一人一人が全力で最後まであきらめ

ずに取り組む姿に、温かい励ましと大きな拍手をいただきました。本年度も大勢の皆様にご参観いただき、盛り
上げていただきました。大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和年度 岐南中学校 学校だより   令和元年９月２０日   No.６ 

いちい １０月  

 

 

岐南中学校教育目標 
自分や仲間の 
「夢や希望」の実現のために 

自ら動く 

スポーツステーション スローガン「向上～集団の成長があなたを高める～」をもとに日常の取組

から本番へと力一杯挑戦しました！！ 

力強く「選手宣誓」 

第２回資源回収 ９月７日（土） ご協力ありがとうございました。 
 
本年度２回目の資源回収が行われました。校外指導委員会の委員さんを中心に、早朝から多くの保護者の

皆様にご支援をいただき、ありがとうございました。 

品 目     重量（ｋｇ）  単価（円）  金 額（円） 

 新   聞   ２７，７３０    ７    １９４，１１０ 

 雑  誌   １０，４３０     ６     ６２，５８０ 

 段ボール    ５，９９０     ９     ５３，９１０ 

牛乳ﾊﾟｯｸ       ４５０   １０      ４，５００  合計金額  ３１５，１００円 

※次回は、令和２年１月１１日（土）を予定しています。 
 

競技と並行して、自分の係活動にも力を注いでくれました。 

心を一つに！「２年ムカデで輝く」 

力を合わせて！「１年台風の目」 

心をつなぐ「３年煌の架け橋」 

スポステを前にして、ＰＴＡ本部役員の皆様には暑い中、校内の除草作業をしていただきました。 

ありがとうございました！ 



◇

 

校職員と保護者の皆様とでチームを作成して

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

とうございました。

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

いただける品物（制服、ジャージ、体操服、カバン

ありましたら是非、お願い致します。
 

◇

 

１０月２・３日に行われる職場体験を前にして、

岐阜日産自動車営業課主任

の大切さや、目標をもって生活することの意義

ただきました。また、

業講話が行われ、就職する上で知っておきたい知識やそのために

今からできることなど

講座や講話をもとに職場体験に向かいます。きっと貴重な体験に

なると思います。

 

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

 

 

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

 

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

◇厚生委員会によるバレー大会

 資源回収終了後、厚生委員会によるバレー大会が開催されました。

校職員と保護者の皆様とでチームを作成して

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

とうございました。

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

いただける品物（制服、ジャージ、体操服、カバン

ありましたら是非、お願い致します。
 

◇２年生 

 

１０月２・３日に行われる職場体験を前にして、

岐阜日産自動車営業課主任

の大切さや、目標をもって生活することの意義

ただきました。また、

業講話が行われ、就職する上で知っておきたい知識やそのために

今からできることなど

講座や講話をもとに職場体験に向かいます。きっと貴重な体験に

なると思います。

 

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

 ○ ２日（水）３日（木）

○ ３日（木）３年高校一日入学

○ ４日（金）

○ ５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク）

○ ６日（日）岐南町民運動会

○１６日（水）実力テスト

○２１日（月）ぐんぐんフェス

○３０日（水）全校

 

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

○ ５日（火）～

○１０日（日）

○１４日（木

○２２日（金

○２９日（金

 

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

○ ３日（火）～

○ ８日（日）郡駅伝大会

〇１３日（金

厚生委員会によるバレー大会

資源回収終了後、厚生委員会によるバレー大会が開催されました。

校職員と保護者の皆様とでチームを作成して

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

とうございました。 

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

いただける品物（制服、ジャージ、体操服、カバン

ありましたら是非、お願い致します。

 マナー講座（８月３０日）・職業講話

１０月２・３日に行われる職場体験を前にして、

岐阜日産自動車営業課主任

の大切さや、目標をもって生活することの意義

ただきました。また、９月１９日には、

業講話が行われ、就職する上で知っておきたい知識やそのために

今からできることなどについて

講座や講話をもとに職場体験に向かいます。きっと貴重な体験に

なると思います。 

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

２日（水）３日（木）

３日（木）３年高校一日入学

４日（金） 前期終業式

５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク）

６日（日）岐南町民運動会

○１６日（水）実力テスト

２１日（月）ぐんぐんフェス

○３０日（水）全校授業

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

５日（火）～ ８

日（日）岐南町

○１４日（木）後期中間テスト

○２２日（金）岐南町あいさつ運動

○２９日（金）合唱ステーション

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

３日（火）～ ６日（金

日（日）郡駅伝大会

〇１３日（金）新入生半日入学・保護者説明会

厚生委員会によるバレー大会 

資源回収終了後、厚生委員会によるバレー大会が開催されました。

校職員と保護者の皆様とでチームを作成して

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

いただける品物（制服、ジャージ、体操服、カバン

ありましたら是非、お願い致します。

マナー講座（８月３０日）・職業講話

１０月２・３日に行われる職場体験を前にして、

岐阜日産自動車営業課主任よりマナー講座が行われました。挨拶

の大切さや、目標をもって生活することの意義

９月１９日には、

業講話が行われ、就職する上で知っておきたい知識やそのために

についてお話ししていただきました。この

講座や講話をもとに職場体験に向かいます。きっと貴重な体験に

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

２日（水）３日（木） ２年職場体験

３日（木）３年高校一日入学

前期終業式 ＊給食あり

５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク）

６日（日）岐南町民運動会       

○１６日（水）実力テスト         

２１日（月）ぐんぐんフェス 

授業研究会 

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

８（金）１・２年教育相談

岐南町防災総合訓練

）後期中間テスト 

）岐南町あいさつ運動

合唱ステーション

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

６日（金）三者懇談

日（日）郡駅伝大会         

新入生半日入学・保護者説明会

 ９月７日（土）

資源回収終了後、厚生委員会によるバレー大会が開催されました。

校職員と保護者の皆様とでチームを作成して、

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

いただける品物（制服、ジャージ、体操服、カバン

ありましたら是非、お願い致します。

マナー講座（８月３０日）・職業講話

１０月２・３日に行われる職場体験を前にして、

よりマナー講座が行われました。挨拶

の大切さや、目標をもって生活することの意義についてお話をい

９月１９日には、ハローワーク岐阜より職

業講話が行われ、就職する上で知っておきたい知識やそのために

お話ししていただきました。この

講座や講話をもとに職場体験に向かいます。きっと貴重な体験に

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

２年職場体験  

３日（木）３年高校一日入学 

＊給食あり      

５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク）

       

         

       

 ２年４組英語

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

（金）１・２年教育相談

防災総合訓練  

 

）岐南町あいさつ運動  ＊教育実習終了

合唱ステーション 

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

）三者懇談 

         

新入生半日入学・保護者説明会

日（土） 

資源回収終了後、厚生委員会によるバレー大会が開催されました。

、熱戦が繰り広げられまし

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

いただける品物（制服、ジャージ、体操服、カバン

ありましたら是非、お願い致します。 

マナー講座（８月３０日）・職業講話 （９月１９日）

１０月２・３日に行われる職場体験を前にして、８月３０日に、

よりマナー講座が行われました。挨拶

についてお話をい

ハローワーク岐阜より職

業講話が行われ、就職する上で知っておきたい知識やそのために

お話ししていただきました。この

講座や講話をもとに職場体験に向かいます。きっと貴重な体験に

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

   

      

５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク）

       ○１５日（火）後期始業式

         ○２０日（日）ぎふ清流駅伝

      ○２８日（月）教育実習開始

２年４組英語 

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

（金）１・２年教育相談 ３年進路懇談

教育実習終了

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

           〇１１日（水

新入生半日入学・保護者説明会  ○２７

資源回収終了後、厚生委員会によるバレー大会が開催されました。

熱戦が繰り広げられまし

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

いただける品物（制服、ジャージ、体操服、カバン）が

（９月１９日）

８月３０日に、

よりマナー講座が行われました。挨拶

についてお話をい

ハローワーク岐阜より職

業講話が行われ、就職する上で知っておきたい知識やそのために

お話ししていただきました。この

講座や講話をもとに職場体験に向かいます。きっと貴重な体験に

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

       

５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク）

○１５日（火）後期始業式

○２０日（日）ぎふ清流駅伝

２８日（月）教育実習開始

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

３年進路懇談 

教育実習終了 

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）

〇１１日（水）

○２７日（水）～１月５日（

資源回収終了後、厚生委員会によるバレー大会が開催されました。学

熱戦が繰り広げられまし

た。資源回収が終わってお疲れの所だったとは思いますが、大変充実し

て楽しい時が過ごせたと思います。委員の皆様、参加された皆様ありが

＊現在、リユースの品が不足しております。ご提供して

）が

（９月１９日） 

１０月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします） 

５日（土）～１４日（月）秋季休業日（キッズウィーク） 

○１５日（火）後期始業式 ※給食あり、昼で下校

○２０日（日）ぎふ清流駅伝 ぎなんフェスタ

２８日（月）教育実習開始        

１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします） 

１２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします） 

）ひびきあい集会

）～１月５日（

※給食あり、昼で下校

 ぎなんフェスタ

        

ひびきあい集会 

）～１月５日（日）冬季休業日

※給食あり、昼で下校   

ぎなんフェスタ 

         

）冬季休業日 

    


