平成 30 年 9 月 10 日
調布市立第八中学校
http://www.chofu-schools.jp/chofu8

第２学期が始まり、第２学年では、市内外 50 の事業所等で５日間の職場体験を行いました。
この体験学習では、働くことを通して、その厳しさ、喜び、やりがいなどを知り、社会の一員
としての自覚や望ましい勤労観・職業観を醸成することをねらいとしています。
生徒達からは日常の学校生活とは異なる環境の中で、社会の様々な大人と触れ合いながら貴重
な体験をしたことが伺えました。現在、総合的な学習の一環として体験の成果をまとめており、
10 月 20 日(土)の学習発表会で発表する予定です。
今回、約 90 名の生徒を受け入れて下さった各事業所等の皆様に心より感謝申し上げます。
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子育てカフェ aona

26 調布白菊幼稚園

2

Gallery & Café Warehouse Garden

27 ティップネス国領

3

GAP OUTLET 仙川店

28 東京緑ヶ丘幼稚園

４

美容室 L mano（エルマノ）

29 東部児童館

５

NAS 芦花公園

30 東部保育園
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アンデルセン 仙川店

31 都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅

7

植松種苗緑化(株)

32 調布市立図書館 緑ケ丘分館

8

オリオン動物病院

33 中山産業(株) テニスサポートセンター 仙川店

9

金子保育園

34 中山農園

10 (株)いなげや 調布仙川店

35 ノジマモバイル島忠ホームズ 仙川店

11 (株)ヴィセ･インターナショナル銀座ヴィセ つつじヶ丘店

36 パントリーコーヒー

12 (株)ユニクロ 仙川店

37 日高屋 つつじヶ丘店

13 (株)ホンダカーズ東京中央 調布東店

38 ビックロ・ユニクロ

14 菊野台かしのみ保育園

39 美容室 フォレスト

15 合同会社 納々屋

40 ペットサロン トゥトゥブラン

16 コジマペット 高井戸店

41 緑ヶ丘児童館

17 猿田彦珈琲

42 緑ヶ丘保育園

18 芝信用金庫

43 ミニストップ 調布仙川店

19 深大寺 水神苑

44 ヤマヒロ(株) 三鷹新川 SS

20 (株)スーパーオオゼキ つつじヶ丘店

45 ゆらりん仙川保育園

21 スポーツクラブ ルネサンス仙川

46 わかば学童クラブ

22 セブンイレブン つつじヶ丘南口店

47 調布市立図書館 若葉分館

23 仙川かおる幼稚園

48 (株)ベネッセスタイルケア グランダ仙川

24 仙川保育園

49 調布市立第八中学校技能主事室

25 中央図書館

50 調布市立第八中学校図書室
（順不同）

10 月から２月までの期間中、正門から体育館
本校では、保健体育科の授業で、プロのダ

に向かうブロック塀撤去跡に、フェンス設置工事

ンス指導者を講師に招き、全校生徒が創作ダ

を予定しています。その基礎工事に伴い、桜の樹

ンスに取り組んでいます。

４本を伐採（昭和 60 年植樹）します。大変残念

男子と女子がそれぞれグループに分かれ、
授業で学習した基本的ステップを踏まえなが

ですが、防災上不可欠な工事ですので、ご理解の
程お願いします。

【問合せ先／副校長】

ら、自分たちで選んだ曲に合わせてダンスを
創作します。
その後、学年ごとに行われるダンスオーデ
ィションで全グループが発表し、その中から
選ばれたグループが学年代表として学習発表

９月 14 日(金) 生徒会役員選挙

会で披露します。

９月 20 日(木)・21 日(金)

なお、ダンスオーディションは、学年ごと

定期考査Ⅱ前自習教室

に保護者に公開します。他学年のダンスオー

９月 21 日(金) 小児生活習慣病予防検診
（１年）

ディションも参観可能です。

９月 25 日(火) 定期考査Ⅱ（社会、数学、英語）

会場は、本校体育館です。

９月 26 日(水) 定期考査Ⅱ（国語、理科）

詳細は別途通知します【問合せ先／副校長】

９月 27 日(木)～29 日(土) 学校公開週間
９月 29 日(土) 学校説明会（新入生・保護者）
10 月 １日(月) 振替休業日

■ 第１学年 ■
10 月 16 日(火) 13:30～15:20
■ 第２学年 ■

10 月 12 日(金) 生徒総会
10 月 13 日(土) PTA 家庭教育セミナー

10 月 16 日(火) 10:45～12:35
■ 第３学年 ■
10 月 16 日(火)

10 月 ５日(金) 第２回英語検定

10 月 16 日(火) ダンスオーディション（全学年）
10 月 17 日(水) 進路説明会Ⅱ

8:45～10:35

10 月 20 日(土) 学習発表会
10 月 22 日(月) 振替休業日
＊詳細は「各学年だより」でご確認ください。

■日 時 平成 30 年 10 月 20 日(土)
８時 40 分開会、12 時 30 分閉会
■会 場 本校体育館
■主な内容
第１学年総合的な学習「自然環境」
第２学年総合的な学習「職場体験」
第３学年総合的な学習「修学旅行」
美術部
保健体育科「創作ダンス」
ダンス部
音楽部
学年合唱・全校合唱

タイムテーブル
は 現在調整中に
つき、後日の通知
でご確認を。 【問
合せ先／副校長】

平成３０年９月１０日現在

◎全国 JOC ジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会
アーティスティックスイミングチーム競技
13-15 才 第１位
□□□□(2A)
◎中学生の主張東京都大会
努力賞

□□□□(1B)

◎男子バスケットボール部
調布市中学校対抗競技大会 第３位

紙面の関係で全てを紹介できず残念です
が、習い事などで優秀な成果を収めたり、
ボランティア活動に協力したりと、本校生
徒は様々な場面で活躍しています。

