
                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【９月の活動の様子から】 

 

                 

 

 

 

 

 

 △運動会・閉会式         △国際親善訪問団発表 

 

 

 

 

 

                 

 

 

日 曜 【10月のおもな行事予定】 日 曜  

１ 火 火①②③④金⑤⑥ 定期テスト前諸活動中止 17 木 月曜授業 生徒会選挙立会演説会（⑤⑥） 

２ 水 蓮田松韻高等学校出前授業（３年⑤⑥） 定期テスト前諸活動中止 18 金 水曜授業 ３年親子進路学習会（⑤⑥） 

３ 木 定期テスト前諸活動中止 19 土 埼葛科学展 

４ 金 表彰集会 第２回定期テスト 定期テスト前諸活動中止（朝まで） 20 日 埼葛科学展 

５ 土 ３校バレーボール大会 21 月 学校朝会 合唱 week 

６ 日  22 火 即位礼正殿の儀 

７ 月 衣替え完全実施 市内駅伝  23 水  

８ 火 朝練習中止 専門委員会 PTA企画委員会 24 木  

９ 水 卒業アルバム写真撮影（３年） 25 金  

10 木 生徒会朝会（放送・生活安全） 市内駅伝予備日 26 土  

11 金 「はすだっ子ペンの達人」検定日 27 日  

12 土  28 月 合唱コンクール準備 

13 日  29 火 合唱コンクール（会場：ハストピア）ふれあいデー 

14 月 体育の日 30 水 火曜授業 

15 火 異校種体験研修（研究授業：英語・保健体育） 31 木  

16 水 金曜授業 新人戦県大会代表者会議    

-資源回収のお知らせ-   【西城、西新宿】10/23（水）   【南新宿、城、黒浜、桜ヶ丘】10/ 7（月）      【椿山】10/ 1（火） 

-国際親善訪問団発表会- ９月 20日（金） 

参加した４人が、こんなテーマで帰国報告を行いました。 

   

-第３６回 運動会- ９月 14日（土） 

閉会式後の運動会実行委員長の言葉を紹介します。 

９月に行われた各種大会、コンテスト、展覧会等の審査結果を紹介します。 

 

【市内英語弁論暗誦大会】 ９月６日（金） ３名参加 

新井  秀弥さん(６位)    大井 香菜子さん(第３位)    大出 花温さん 

 

【令和元年度蓮田市内市内科学展教育振興展】 ９月 14日・15日 

               ☆埼葛推薦賞 ◎特選 〇金賞 

☆「無限に広がる酵素の世界 Part３～過酸化水素水の分解から見い出す～」 

大井 香菜子さん            【 埼葛科学展へ出品 】 

◎「紙の強さについて」生沼 洸之輔さん    

〇「飲み物の砂糖の量を調べよう！！」 

里澤 千尋さん 真田 伶奈さん 髙橋 泉さん 林 咲稀さん 

〇「～固体になるのは？～」福田 琉晴さん 

〇「液体を凍らせて、溶かしてみよう！！」 

稲川 音花さん 中嶋 ひなりさん 

〇「くもり止めの研究」鈴木 心優さん 新島 悠さん 山岸 美月さん 

〇「ふって温度は上がる？」會田 実優さん 

〇「コーラは骨を溶かすの？」日置 咲来さん 

〇「すばらしき生物たち」 

進藤 史菜さん  荒井 萌花さん  石田 和宏さん  泉澤 千春さん  

円入 綾音さん  清水 崚太さん  三阪 眞由さん  三木 達郎さん 

石塚 心晴さん  末永 楓花さん  小野寺 奈々さん 樋口 花奈さん 

五十嵐 向日葵さん  大兼 帆乃さん   相楽 ひなたさん 

 

【令和元年度蓮田市発明創意工夫展 発明創意工夫品の部】９月 14日・15日 

 ◇「かおり広がり機」 制野 航太さん 

 ○「サッカー用くつ下洗い機」 小川 和輝くん 

 ◎「パンクレスキュー」 久志本 楓さん  

 ○「アルミ缶とスチール缶を自動分別できるゴミ箱」 荒井 柚気さん 

 ○「持ち運びかさ拭き」 松田 理来さん 

 ○「タブレット拡声器」 石井 杜采さん 

 ○「氷のうバンド」 大谷 子竜さん 

 ○「マイクロファイバー傘立て」 岡部 諭さん 

 ○「どこでも寝られちゃうパソコンケース」 會田 実優 

【令和元年度蓮田市発明創意工夫展 研究発表の部】９月 14日・15日 

 ◎「布の生地で何の素材が早く乾くのか」 山下 日和さん 

  ☆「非常食の美味しいレシピ」  

長田 彩音さん 高沢 双葉さん 赤木 来歩さん 大島 華凛さん 

発明創意工夫展 ◇優良賞 ◎優秀賞 ☆最優秀賞 

 

 

〇「日本とオーストラリアの学校生活の違い」野村 花さん 

〇「オーストラリアの日本との異文化」   井山 龍ノ助さん  

〇「オーストラリアの歴史について」    大出 花温さん 

〇「オーストラリアの多民族国家としての取組」畔見 明友香さん 

 

 

２週間前は、責任感やプレッシャー、苦しいことや辛いことが

たくさんありました。そんな時に仲間が励ましてくれたり協力

してくれたりして、本当に心の支えになりました。また、この

黒浜西中学校の運動会を、実行委員長として素晴らしいものに

できて本当に誇りに思いますしうれしく思います。ありがとう

ございました。         【 島尾 拓弥さん 】 

大会結果 

第 74回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体 2019)９月 15日 

【水泳・少年女子Ｂ100ｍ背泳ぎ】決勝 第６位 古俣 桜さん 

新人体育大会四地区大会結果 ※９月 26 日までの結果   

【野  球】 ２回戦 対宮代・須賀 〇 

【サッカー】 １回戦 対昌平 〇  ２回戦 対 杉戸 〇 

【女子ソフトテニス】 団体戦決勝トーナメント１回戦 対白岡・篠津 ● 

【男子ソフトテニス】 団体戦１回戦 対蓮田・平野 ● 

【バレーボール】 決勝 T１回戦 対白岡 〇 準決勝 対蓮田南 ● 

【男子バスケット】１回戦 対杉戸 ● 

【女子バスケット】１回戦 対蓮田 ●  

※９月 27 日以降の結果は 11月号で紹介します。 

       

 

 

 

  



 


