
さわやか多中 

 

 

 

 ２０２３年  わたしの抱負「書き初め」    校内作品展 金賞紹介  

 

１Ａ ●● ●● さん 笑門来福 ２Ｅ ●● ●● さん 瑞光祥春 

１Ａ ●● ●● さん 初志貫徹 ２Ｅ ●● ●● さん 怡然自楽 

１Ｂ ●● ●● さん 無我夢中 ３Ａ ●● ●● さん 天地清新 

１Ｂ ●● ●● さん 雲外蒼天 ３Ａ ●● ●● さん 清廉潔白 

１Ｂ ●● ●● さん 全力投球 ３Ａ ●● ●● さん 雲外蒼天 

１Ｃ ●● ●● さん 無我夢中 ３Ｂ ●● ●● さん 一意攻苦 

１Ｃ ●● ●● さん 初志貫徹 ３Ｂ ●● ●● さん 堅忍不抜 

１Ｄ ●● ●● さん 初志貫徹 ３Ｂ ●● ●● さん 駑馬十駕 

１Ｅ ●● ●● さん 無我夢中 ３Ｃ ●● ●● さん 不撓不屈 

１Ｅ ●● ●● さん 希望新春 ３Ｃ ●● ●● さん 雲外蒼天 

２Ａ ●● ●● さん 雲外蒼天 ３Ｄ ●● ●● さん 初志貫徹 

２Ａ ●● ●● さん 白雪新春 ３Ｄ ●● ●● さん 才輝爛発 

２Ｂ ●● ●● さん 初志貫徹 ３Ｄ ●● ●● さん 怡然自楽 

２Ｂ ●● ●● さん 文武両道 ３Ｅ ●● ●● さん 初志貫徹 

２Ｃ ●● ●● さん 熟慮断行 ３Ｅ ●● ●● さん 不撓不屈 

２Ｃ ●● ●● さん 報恩謝徳 ３Ｆ ●● ●● さん 一心精進 

２Ｄ ●● ●● さん 温厚篤実 ３Ｆ ●● ●● さん 一意攻苦 

２Ｄ ●● ●● さん 尊尚親愛 ３Ｆ ●● ●● さん 不言実行 
  

以上の３６名が、今年度の「金賞受賞作品」です。 

 この他に、各学級で「銀賞」「努力賞」が与えられました。今年度も、文字の美しさだけでな

く、「どのようになりたいか」「どんなことができるようになりたいか」など、自分の目指す姿

を明らかにした作品が多くありました。 

 なお、「金賞受賞作品」については、２／１５（水）～２／２８（火）まで、「さわやか多中

展」として、養正公民館にて展示されます。機会がありましたら、ご覧いただけると幸いです。 
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  多中生のがんばり  ～ 受賞・入賞  おめでとう ～      
  

【第５６回 多治見市文芸祭 小中学生の部】 

最優秀賞：２D ●● ●●さん＜川柳＞、１Ｃ ●● ●●さん＜短歌＞ 

優秀賞： ３Ｆ ●● ●●さん＜俳句＞、３Ｆ ●● ●●さん＜俳句＞、２B ●● ●●さん＜川柳＞ 

     ２Ｅ ●● ●●さん＜短歌＞、１Ｃ ●● ●●さん＜俳句＞、１Ｂ ●● ●●さん＜川柳＞ 

  この他、「入選」作品が多数あり。 多治見中の「入選」作品数…俳句１３点、川柳１２点、短歌７点  

   これらの作品は、「入賞作品集 文芸」に、「入賞者の名前」が記載されます。 

 

 

 ２～３月の主な行事予定  【日程や実施方法が変更される可能性があります。】      
＜２月＞ 

１日(水)～８日(水) 期末テスト前部活・クラブ停止期間 

１日(水)  

多中教育の日【授業参観、懇談会】 

     第２回学校評議員会 

３日(金) 市教研・早帰り（給食あり）13:25下校 

７日(火) さわやか点検 

８日(水) １，２年生 期末テスト①（4教科） 

     ３年奉仕作業＜午後＞ 

９日(木) １，２年生 期末テスト②（3教科） 
★ １０日(金) 今年度最後の引落日【調整金額】 

１年生：８，０８０円、２年生：７，７６０円 

３年生：３，６００円 

※上記の引落しができるよう通帳残高の確認を！ 

※１月分までの未納がある方は、２／３(金)までに 

 指定口座への振り込みをお願いします。 

11日(土) 建国記念の日 

13日(月) １，２年生 実力テスト 

14日(火) 三校会議⑤(PTA会長、副会長)19:00養正小 

16日(木) PTA実行委員会・役員推薦委員会19:30 

17日(金) Ｒ５前期生徒会選挙 

20日(月) 生徒集会・多中文化継承の会 

21日(火) 生活アンケート、３年教科Ｌ会(最終) 

23日(木) 天皇誕生日 

24日(金) 生徒会委員会 

27日(月) ３年給食エプロン回収 

３年学年会計監査(PTA学年委員長)17:00 

 

＜３月＞ 

１日(水) さわやか点検 

２日(木) ３年生 卒業式練習 
アリーナ学校開放停止（～３／６月まで、卒業式準備） 

３日(金) 公立高校一次選抜１日目 ３年指定休業日 

４日(土) 公立高校一次選２日目 

６日(月) 学年時間割、卒業式練習、卒業式準備 

７日(火) 卒業証書授与式、１，２年指定休業日 

８日(水) 出発式、Ｒ５生徒会役員認証式 

９日(木) 放課後部活あり 

13日(月) 半日入学＜小学６年生＞、部活動見学あり 

14日(火) 生活アンケート、公立高校追検査１日目 

15日(水) 大掃除、公立高校追検査２日目 

16日(木) 教科Ｌ会(最終) 

1,2年学年会計監査(PTA学年委員長) 18:30 

PTA本会計処理(PTA会計担当)18:30 

PTA実行委員会・新旧本部役員会19:30 

17日(金)  生徒会委員会(最終)、健康の記録提出〆切 

公立高校一次合格発表 

20日(月) 給食エプロン回収、公立高校二次選抜出願日 

21日(火) 春分の日 

22日(水) 部活動(最終)、公立高校二次選抜出願変更日 

23日(木) 公立高校二次選抜 

24日(金) 修了式・離任式 

     PTA本会計・資源回収会計・部活動会計監査 

25日(土)～ 学年末休業日 

27日(月) 公立高校二次選抜合格発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 親 育 ち コ ー ナ ー 】 「たじっ子チャレンジ」の取組        多治見市教育研究所   

 お子さんは、「たじっ子チャレンジ」に取り組んでいますか。「たじっ子チャレンジ」とは、お子さんが

生活・学習・運動の３つの習慣を身に付けることで、子どもの自立を目指す取組で、多治見市が推進してい

ます。幼小中の全ての子どもたちが取り組んでいます。 

我が家では、息子の「来年のシャトルランで１００回達成したい。」という話から、親子でジョギングを

することに決めました。朝は寒く暗いですが、２キロほどの道のりを２人で走っています。なかなか起きら

れなくて走りたくないと言うときもありますが、なんとか励ましながら続けています。あるとき、私の前を

力強く走っていく息子に気付きます。「体力付いてきたんじゃない？」と声をかけると「そうかもしれん。」

と嬉しそうに返す息子。私自身、どこまで続くか分かりませんが、親子で過ごす貴重な時間だと思い、一緒

に頑張って走り続けたいと思います。息子が自立することを願って。 


