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１０月２０日に本丸中学校創立７０周年記念式典が盛大に行われました。新発田市長 二階堂馨様をはじめと
http://honmaru.shibata.ed.jp
http://honmaru.shibata.ed.jp
したご来賓の皆様、たくさんの保護者、地域の方のご臨席を賜り、ありがとうございました。式典では、新発田
市歌「虹の橋をわたって」を合唱し、７０周年を祝いました。また、本丸中学校卒業生で落語家 真打の三笑亭夢
丸様より記念講演をしていただきました。ユーモアを交えながらのトーク、落語は生徒にも分かりやすく笑いの
絶えない時間でした。

♪♪合唱コンクール♪♪ Song for you～感動をあなたへ 本丸 70 年の歴史に感謝を込めて～

１０月２５日に合唱コンクールが行われ、これまで練習に励んできた成果を披露しました。どのクラスも曲調
や歌詞の意味を意識し、気持ちをひとつに歌っている様子が伝わってきました。全校での校歌、市歌の合唱も一
体感のある素晴らしいものでした。また、今年もたくさんの保護者・地域の皆様の観覧ありがとうございました。
席の入れ替えも、皆様のおかげでスムーズに行うことができました。ご協力ありがとうございました。
１年生 金賞・・・３組

銀賞・・・４組

２年生 金賞・・・４組

銀賞・・・２組

３年生 金賞・・・２組

銀賞・・・３組

【陸上競技】

【卓球】

男子４×100ｍリレー ４位

男子団体

８位

女子団体

２位

女子４×100ｍリレー １位（大会新）

女子個人〔２年〕２位 坪川 結実 ５位 高野 日陽

共通男子 200m ８位 髙田 晋央

〔１年〕２位 三吉 未優 ５位 阿部 奈生、時田 愛果

1500m ４位 阿部 由跳 ７位 菊地亮輔

【柔道】

3000m ３位 阿部 由跳 ５位 菊地 亮輔

男子団体

走高跳 １位 長谷川 咲人 走幅跳 ６位 渡辺 朋也

男子個人 ５５kg 級 １位 小川 空

２位

女子団体

砲丸投 ４位 倉嶋 慎太郎

６０kg 級 ２位 髙瀨 一騎

共通女子 200m ４位 佐藤 未嘉

６６kg 級 １位 皆川 康介

800m １位 居城 日向（大会新） ３位 犬井 美佑

７３kg 級 １位 林 洸志

４位 伊藤 和音 ６位 小田 桃羽

２位

８１kg 級 ２位 松田 聡

1500m １位 居城 日向（大会新）２位 犬井 美佑

女子個人 ４０kg 級 １位 籠島 純恋

４位 桑島 一紗 ５位 小田 桃羽 ６位 伊藤 和音

４４kg 級 ３位 土井 彩寧

100mH ２位 長谷川 彩乃 砲丸投 ５位 松井 美羽
円盤投 １位 松井 美羽 ３位 西田 茉央

５２kg 級 １位 本間 愛香
【剣道】

走幅跳 ２位 齋藤 希羽

男子団体

１年女子 100m ７位 齋藤 希羽 ８位 清水 暖

女子個人 １位 宮野 佳世子 ３位 池田 夢菜

２年女子 100m １位 長谷川 彩乃

女子団体

３位

【新体操】

〇下越駅伝競走大会
女子 １位

３位

団体 １位
男子 ５位

２位

個人総合 １位 内田 沙理 ２位 山形 彩惠

【野球】 優勝

３位 平野 伶 ４位 荒井 愛弥 ５位 角田 光声

【バスケットボール】

６位 伊保橋 悠奈 ７位 松川 春音 ８位 相澤 恵葉

男子

優勝

女子

優勝

【ラグビー】

【サッカー】３位

東日本中学校ラグビー大会甲信越代表決定戦

【ソフトテニス】

新発田 対 富士吉田市立吉田中学校(山梨) ０対 42 惜敗

男子団体

２位

女子団体

優勝

【バレーボール】 優勝

【第６４回青少年読書感想文コンクール 新発田市審査結果】
「自由図書」部門 優秀賞

桐生 健晴

【平成３０年度全国中学生人権作文コンテスト 新発田地
区大会】最優秀賞 斎藤 佑里

２日（金）Web 国語 県駅伝競走大会

19 日（月）生徒朝会

５日（月）全校朝会 部活時間変更(17:30 終了)

20 日（火）教育相談旬間 教育委員学校訪問

PTA 愛の一声運動 １学年懇談会
６日（火）Web 数学 PTA 愛の一声運動

26 日（月）家庭学習強調週間(～12/2)
生徒会専門委員会

７日（水）中教研一斉部会(4 限まで)

27 日（火）３年実力テスト・２年単元別復習テスト

８日（木）Web 英語 PTA 愛の一声運動

28 日（水）生徒会選挙立会演説会

10 日（土）PTA 教養部ジャザサイズ(PM)

29 日（木）生徒会役員選挙投票

15 日（木）定期テスト③１日目

30 日（金）スマイルアンケート

16 日（金）定期テスト③２日目 進路説明会(3 年 5･6 限)

