
１年生 「留学生が先生」

１１月１６日(木)、１年生の総合的な学習で「留学生
が先生」を実施しました。今回は、日本へ留学中の外国
人学生４名（セルビア、イラン、インドネシア、中国）
をお招きし各学級で交流を行いました。

表彰等 活動報告

ソフトテニス部
２９年度 福生市民総合体育大会
中学男子の部
優 勝 池田 拓海 飯田 悠斗
第３位 岡部 光星 山中 康介
〃 古口 智也 濵中 純

剣道部
２９年度 福生市民総合体育大会

中学２､３年 男子の部
優勝 竹原 力
第３位 松下 温紀 渡部 雄斗

中学１年 男子の部
優勝 富岡 将貴 準優勝 松下 真樹
第３位 有田 龍之介

中学２､３年 女子の部
優勝 石井 涼音 準優勝 相原 葵

中学１年 女子の部
準優勝 相馬 亜湖 第３位 川又 彩果

第２回 英語検定（10/７実施) 合格者

２級 ３年 中山 匠
準２級 ３年 片山 真一 田中 悠太 中安 淳平

磯部 眞実 木村 絢 笹本 真愛
飯田 鈴馬 鈴木 太陽 林 優翔
戸賀沢 ほのか 古谷 隆季 平井 希実
秋葉 萌絵子 朝倉 かいら 石岡 莉緒
斉藤 茉奈 髙水 里央 北川 瑞貴
清水 彩花 下畑 はる 河野 椋也
笹木 幸輝 島田 涼太郎 髙山 幸聖
藤島 百々奈 向山 優菜

２年 高橋 莉子
３級 ３年 香遠 光 小林 恵陸 坂下 温紀

井口 凜 伊藤 萌乃 沖倉 花
小阪 愛弥 ムリージョ フェルナンダ
関根 昴 濵中 賢 メレンドレスケン
八巻 駿 勝田 梨音 小林 優衣
小山 琴未 佐藤 萌花 鑓田 莉奈
近藤 百桃 村岡 美優 村上 颯野
森谷 珠有 和田 雄介 ルイースリュウ
村上 冬倭 上田 健太 遠藤 駿作
坂本 優人 林 涼太郎 荒井 秋人
佐々木 敬哉 髙橋 光 北川 楓
奈良野 綾花 廣原 愛理彩 野﨑 貴絵
田中 愛梨 塚本 真生 長瀬 花里
山田 茂織 磯崎 真尋 曽田 すばる
岡 小雪 染谷 潤 亀田 唯人
小暮 悠太

２年 森田 涼花 大野 寿明 安藤 葵
笹本 唯衣 髙瀨 莉子 植松 彩華
坂本 玲奈 髙山 玲渚 皆川 りい彩
佐藤 誓 磯部 華南 中野 珠瑚

１年 浅倉 大和
４級 １年 ５名 ２年 ４名 ３年 １４名
５級 １年 ５名 ３年 ２名

第２回 漢字検定（10/２０実施) 合格者

準２級 ３年 田邉 愛海 髙山 幸聖
３級 ３年 井口 凜 三ツ木 崚雅 仁見 丈

武藤 慧 島田 涼太郎 藤島 百々奈
２年 田中 彰悟 西川 栞音 東谷 優希

殿村 有紀 中野 珠瑚
４級 １年 ２名 ２年 １名
５級 １年 １名

～ お詫びと訂正 ～
学校だより８号「仕事の話を聞く会」のゲスト金井さんの

お名前を間違えてしまいました。名前が「優太」となってい
ましたが、正しくは「勇太」です。訂正をお願いいたします。

１２月の予定 ( )内の数字は学年

日 曜 予 定 日 曜 予 定

１ 金 １７ 日

２ 土 １８ 月

３ 日 １９ 火 避難訓練

４ 月 面談(3) 始 ２０ 水

５ 火 ２１ 木

６ 水 朝礼 生徒委員会 ２２ 金 大掃除

７ 木 専門委員会 ２３ 土 天皇誕生日

８ 金 ２４ 日

９ 土 ２５ 月 終業式

１０ 日 ２６ 火 冬季休業日 始

１１ 月 面談(3) 終 ２７ 水

１２ 火 ２８ 木

１３ 水 ２９ 金

１４ 木 ３０ 土

１５ 金 ３１ 日

１６ 土

１月の主な予定 ９日(火) 始業式 １８日(木)～２０日(土) スキー教室(2) ２６日(金) 新入生保護者説明会


