
  

 
 
 
 
 
 3 月 12 日は卒業式でした。3 年生 67 名は晴れ晴れしい姿で立派に巣立って
いきました。2年生は修学旅行、1年生は「職業人に学ぶ」の年度末の取組を終
え、修了式を迎えました。この春休みは、英気を養い、次の進路の準備をして
ください。なお、4月 13日には、実力テストがあります。学年のまとめをしっ
かり復習し臨んでほしいと思います。そのために春休みの課題を仕上げるだけ
でなく、自分の課題を把握し、課題克服に向けて取り組んで下さい。 

 

 

本校では、毎年、資格試験（希望者）を行っています。目的は、自分自身の
実力を確認するとともに、資格取得のためです。受検料はかかりますが、試験
会場は本校で行っています。次年度も行う予定です。以下は、今年度、直近の
試験で合格した 1，2年生の生徒名です。 

英語検定合格者（受検日 Ｒ3,1,22 と R3,2,28） 

【３級】竹下 桃加 

【４級】畠田 穂華、薮 絢音、吉瀬 智哉、木森 千聖 

【５級】永田 心咲、髙道 侑人、中西 凛翔 

数学検定合格者（受検日 Ｒ3,1,16 ） 

【４級】梅原 蒼馬、水上 彩、緒方 翔大、那須 凌平、西嶋 直 

【５級】村上 陽太 

漢字検定合格者（受検日 Ｒ3,2,12） 

【３級】森 晴葉、田上 真央 

【４級】川畑 美裕、薮 絢音、梶原 みな美、林 千紘、西嶋 直、山口 玲音 

【５級】柴田 亜海、永田 心咲、髙道 侑人 

 

 

 
 
家庭科の 3年生の授業で「幼児と遊ぶ絵本作りコンテスト」で 

優れた作品を仕上げた生徒を紹介します。 
３の１ 淺原 吏紗、小林 裕夏、田代 翔悟 
３の２ 入口 実央、林田 愛蘭、松川  楓、山口 羅美 
３の３ 築原 妃璃、山口 俐斗、𠮷川 穂乃香 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添中便り 
添田町立添田中学校 
学校便り 
文責 石坂 政次 
No,１９ 
令和３年３月２４日 

【校訓】   一、 学習は生徒の本分 
       一、 一人ひとりが立派に 
       一、 我等の学校 
【教育目標】 
 「自ら目標を見出し、挑戦し続け、未来を切り拓く生徒の育成」 

今年度が 修了しました 

  

22（木） 心電図(1年) 

23（金） 家庭訪問④ 

24（土） 授業参観(5 校時) 

       PTA 総会 

       学級懇談会 

      部活動保護者会 

30（金） 24日分振替 

 

5/22（土） 体育会準備 

  23（日） 体育会 

 24（月） 22日分の振替休日 

 25（火） 体育会順延日 

  27（木） 全国テスト 3年（国・数） 

 28（金） 到達度テスト① 

  31（月） 23日分の振替休日 

    

３/24（水） 修了式

4/ 5（月） １学期始業式 

    6（火） 教科書配布 

   7（水） 給食開始(2.3年)  

8（木） 入学式 

9（金） 給食開始(1年)  

教科書配布(1年)  

発育測定(2,3年) 

12（月） 発育測定（1年） 

13（火） 実力テスト 

15（木） 生徒会対面式 

19（月） 家庭訪問① 

20（火） 家庭訪問②  

21（水） 家庭訪問③ 

      内科検診  

 
※行事は 3/24現在、変更もあります。なお学校便り 18号でお知らせしていた

給食開始日が 4月 6日（火）から 4月 7日（水）へ変更しています。 

英語・数学・漢字 検定合格者 

自己更新プロジェクト実技教科達成者（家庭科） 



  

 

 

 
第 6 回到達度テスト（1.2 年対象）の自己目標達成した生徒を紹介します。

今回は、全体で 60名の生徒が達成しました。 

【１年１組】              

荒川 希咲 荒木 詩也 安藤 悠 井上 陽路里 

内牧 華花 加來 智美 篠崎 怜生 柴田 亜海 

鈴見 由衣 永田 心咲 深見 妃那 松嶋 大翔 

薮 佑也    

【１年 2組】              

岩本 幸太朗 岡田 皐 古賀 藍空 重藤 侑 

須崎 栞奈 髙道 侑人 中村 巴月 羽田野 天斗 

福田 優聖 藤本 心桜 村上 陽太 森口 慶汰朗 

【１年 3組】              

安藤 康誠 井上 想大 内田 誉 木戸 月輝也 

木森 陽菜 堺 瞳子 田中 卓幸 長町 優太 

𠩤口 瑠亜 眞木元 さくら 松本 琴乃  

【2年１組】              

伊藤 来夢 坂本 陽 竹下 桃加 畠田 穂華 

水上  彩    

【2年 2組】              

梶原 みな美 佐々木 舞 武貞  碧 鶴留 葵唯 

鶴丸 ゆき 那須 凌平 西島  杏 林 千紘 

佳元 律樹    

【2年 3組】              

上村 恵麻 浦田 小優紀 吉瀬 智哉 高口 輝愛 

古森 幹都 重松 亜咲 中野 尊斗 西嶋 直 

宮近 志麻 和田 美悠   

 

 
令和 2年度の本校の取組の重点の一つは、自己更新プロジェク

ト（5 教科）から自己更新プロジェクト実技教科へ広げることで
した。自己の定めた目標をクリアすることで、やる気や自己調整
能力を高め、学力向上につなげることを目的としています。今回
の体育の達成者は、1回目の体力測定より記録が伸びた生徒です。 
【１年１組】 
 薮 佑也 
 
【1年 2組】 
 岩本 幸太朗、古賀 藍空、重藤 侑、中村 巴月、元永 巧 
 
【1年 3組】 
 岩田 紗季、長町 優太、廣畑 真希 
 
【2年 1組】 
 梅原 蒼馬、坂本 陽、角崎 優吏、伊藤 来夢、水上 彩、宮崎 笑実子 
 
【2年 2組】 
 入口 優太郎、緒方 翔大、福田 拓真、佐々木 舞、福井 梨音 
 
【2年 3組】 
 吉瀬 智哉、古森 幹都、中野 尊斗、西嶋 直、祝 凛華 
 
【3年 1組】 
 上村 彩夏、沖嶋 未夢、木戸 綾乃、組坂 歌音、小林 裕夏 
福田 将太 

 
【3年 2組】 
 古賀 青空、中村 光希、山口 羅美 
 
【3年 3組】 
井上 創一朗、平原 綾太、萬德 達也、𠮷冨 流生、宮野 太勢 
山口 俐斗、梶原 美羽音、藤井 望嘉 

第６回 到達度テスト 自己目標達成者一覧 

保健体育 自己更新プロジェクト達成者一覧（反復横飛び） 


