
猛威を振るう、インフルエンザ

夏休み後半から流行の始まった新型インフルエンザは、本校においても大きな流行となりました。３年１、２

組から学級閉鎖が始まり、１０月２７日には最後まで頑張っていた１年３組にも多くの感染者が出てしまい、学

級閉鎖となりました。日ごろから健康に気をつけていても、人間はちょっとしたきっかけで病気やケガをしてし

まいます。感染してしまった人は、健康を回復するためにきちんと静養し、体力を回復するための勉強だったと

考え、気持ちを切り替えて学校生活を送りましょう。

今後、季節性のインフルエンザが流行することが考えられます。まだ感染していない人も、自分の健康に過信

せず、バランスの良い栄養の補給と「早寝・早起き・朝ご飯」などの規則正しい生活のリズムをつくるなどして、

十分な予防に心がけましょう。

後期役生徒会組織決まる

二学期もいよいよ中盤を過ぎ、３年生は生徒会活動の執行部から引退しました。１、２年生は、９月３０日の

生徒会役員選挙を経て、新役員が決まり、後期の活動をスタートさせました。

現在、校内の各委員会活動の推進をするとともに、地域における取組に積極的に参加するための活動を企画し、

運営しています。生徒会朝礼などでの活動報告をしっかりと聞くとともに、自分で参加できる行事には、進んで

参加してみましょう。

ワークショップとクリーン

活動のアピール ↓→

↑生徒会朝礼での新役員紹介

生徒会新役員の紹介

会長 前田栞奈（２－３） 庶務 佐藤慈芳（２－２）

副会長 萩原凌平（２－４） 庶務 大﨑圭剛（１－２）

副会長 阿部拓海（１－３） 庶務 茂木健朗（１－３）

庶務 畠内慎平（１－４）
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小中一貫教育の日・道徳地区公開講座 学校公開実施される
１０月７日(水)は「小中一貫教育の日」でした。あいにくの雨でしたが、恩方一小、恩方二小、元木小の先生

方が来校し、授業の見学をしました。また、１０月１１日（土）には、道徳地区公開講座として、学校公開を実

施し、多くの皆さんに、授業の様子を見ていただきました。

今後も本校をいろいろな方が訪れた際に、授業を見学することがあります。日頃から授業を受けるための基本

となる、話を聞く態度や話す態度などを見直し、基礎学力の向上に努めましょう。

小田野公園ワークショップに参加
１１月７日（土）１０時から、生徒会が中心となって、街づくりの会主催による、「小田野公園ワークショップ」

に参加しました。生徒会役員からは、公園を大切に使うためのアピールが発表されました。ポスターの貼り替え

も行われました。吹奏楽部の演奏も、地域の方々 のいろいろな演奏発表に先立って、行われました。

また、公園の木々 にかけられている「樹名板」が古くなったために、新しい樹名板を製作するコーナーがあり

チャレンジ部などが製作にチャレンジしました。完成作品は、１２月６日（日）に行われる、青少対主催の「地

域ふれあいスポーツ大会」の日に架け替えることとなっています。よりよい公園の環境づくりのために、恩中生

の力が発揮されている場面といえます。

生徒会役員による活動報告 チャレンジ部のものづくり体験（竹馬づくり）

青少対主催地域清掃 クリーンキャンペーン実施
１１月８日（日）には、恩方地区の青少対主催の行事である「クリーンキャンペーン」が行われました。当日

は恩方地区で１７０名の参加があった中で、恩方中では約７０名の参加人数でした。この日は、市内全域でクリー

ン活動が行われる日でもあります。今後も、校内だけではなく、中学生が地域の中で活躍する場面が見られるこ

とを期待したいです。

次回は、３月８日（日）です。すすんで参加しましょう。

清掃活動の様子と、終了後の全員による記念撮影



合唱祭 大成功に終わる
１１月６日（金）に、八王子市いちょうホールにおいて、インフルエンザの影響により、延期になっていた合

唱祭が実施されました。

例年とは違うホールになるため、バスによる移動や運営面において多くの不安を抱えての実施でした。しかし、

平日にもかかわらず、多くの保護者や地域の方々 が来場していただきました。そして、各学年とも、力いっぱい

の歌声を、ホールいっぱいに響かせ、思い出に残る一日となりました。三年生は中学生活最後の合唱祭として、

一、二年生は来年につながる、貴重な一日の体験となったはずです。

結果を、以下に掲載します。

表彰式を終えて安堵感がただようステージ

二学期以降の部活動の結果報告

部活名 大会名など 結 果 な ど

ｻｯｶ－部 秋季市内新人大会

予選リーグ
９月１２日 対 楢原・五中(０－１惜敗)
９月１３日 対 浅川中（１－０勝利）

９月１９日 対 川口中（５－０勝利） リーグ２位で決勝トーナメント進出

秋季市内新人大会 決勝トーナメント 10月 10日 1回戦 対 由木中（2－4惜敗）

ｿﾌﾄﾃﾆｽ

部

市夏季研修大会

8月30日 9月5日
�２年男子 南・青木組優勝 小山・芹田組 準優勝

�１年男子 樺沢・仁居組 第５位

八王子市新人大会

９月２３日
�女子個人 佐藤・吉田組 ベスト８

剣道部 市内秋季大会男子

市内秋季大会女子

９月１３日

�男子団体 �Ａチーム１回戦 対 第二中Ａ（勝利）

２回戦 対頴明館中Ａ（勝利）

３回戦 対石川中（惜敗） 第３位

�Ｂチーム １回戦 対 頴明館中Ｃ（惜敗）

�男子個人 仲間君１敗 菊地君 １勝１敗 木原君 １敗 松井君 １勝１敗

�女子団体 �打越・恩方チーム １回戦 対 鑓水中Ａ（惜敗）

�女子個人 常陸さん １勝１敗 山本さん １敗

７ブロック秋季大

会 １０月１８日

�男子団体 １回戦 対 城山中(３－２勝利)
２回戦 対 稲城二中(３－０勝利)
３回戦 対 忠生中(０－５惜敗) 都大会進出

�女子団体 １回戦 対 町田一中(２－３惜敗)
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ

ﾝ部

市内夏季新人大会

個人 ８月２９日

�男子シングルス 小川君 １敗 林君 １敗

�男子ダブルス 底押・添田組４勝 優勝 青木・平尾組１勝１敗

�女子シングルス 中西さん１勝１敗 中村さん １敗

�女子ダブルス 大久・小林組 １敗 木村・古里組１敗

水泳部 八王子市民大会

９月１３日

�男子 50m自由形 村上君 26"63 １位(大会新)
�男子 50m平泳ぎ 村上君 34"22 ２位

ファイナルマッチ

９月２６日
�100m自由形 村上君 57"57 １位(大会新)
�50mバタフライ 村上君 28"92 １位

�50m背泳ぎ 坂元君 35"91 ４位

�100m背泳ぎ 坂元君 1'15"99 ３位

優勝 １年４組 準優勝 １年３組

２年３組 ２年４組

３年４組 ３年１組

指揮者賞 １年 石井理沙

２年 石塚拓海

３年 戸塚智貴（最優秀）



ﾊﾞｽｹｯﾄ

ﾎﾞｰﾙ部

市内新人大会

１０月１０日

１０月１２日

１０月１８日

１１月 １日

１１月 ３日

�男子 １回戦 対 横山中 （２８－６８惜敗）

�女子 ２回戦 対 みなみ野中or第六中 （８４－３０勝利）

３回戦 対 上柚木中 （８３－４０勝利）

準々決勝 対 第七中 （５７－３６勝利） ベスト４

準決勝 対 第一中 （２５－９１惜敗） ３位決定戦へ

３位決定戦 対 第五中 （６４－３１勝利） 都大会出場

美術部 第５６回東京都・近

県中学生絵画コン

クール展 入賞

金賞 ３年 海老原さん「手による構成」

金賞 ３年 菅原さん 「ＴＩＭＥ」

銅賞 ２年 北原君「環境ポスター」

佳作 ３年 藤原君「ＳＰＡＣＥ」 ３年 捧さん「Ｍｅｌｏｄｙ」

「学校賞」も受賞しました。

吹奏楽部

演奏発表

１０月２５日

１１月 １日

１１月 ７日

恩方市民センター祭り

恩方育成園秋祭り１０周年記念行事

小田野公園ワークショップ

第１回科学コンクール入選

（中P連主催）

２年 山本さん 「７月２２日の日食について」

１年 木幡さん 「塩アメつくり」

１年 渡辺さん 「石けんをつくろう!!」
１年 前田さん 「重曹（じゅうそう）できれいに!!」

第４３回税の作文コンクール

（納税貯蓄組合・税務署主催）

３年 大山さん 優秀賞（参加２６３０中 上位３名の一人に選ばれました。）

吹奏楽部

恩方市民センター祭りでの

演奏発表

吹奏楽部

恩方育成園秋祭り

１０周年記念行事における

演奏発表

期末テスト終わる

今日１１月２０日（金）で、期末テストが終了します。テストは結果を見て、自分自身の成績を把握する資料

であるといえます。しかし、もうひとつの側面があります。それは、先生方が、どのくらい一人一人に指導する

ことができたかを判断する材料でもあるということです。

ですから、テストが終わり、結果が出て安心するのではなく、分かっていなかったか部分があった場合、ため

らうことなく担当教科の先生に質問に来てください。学習の進み具合は、個人差があります。「自分は、○○がわ

からなかった。」ということに気づくことから、本当の学びがはじまるのです。

テストの結果は、次のステップにつなげる材料にしましょう。


