
 

 

 

 

 

 

 

 

 第２回定期テストが終わり、先日テスト成績表をお渡ししました。今回、前回のテストの反省から、

家庭での学習時間をのばし、成績の向上につなげることができた生徒が多く見られました。家庭学習の

習慣をこれからも継続してほしいと思います。 

テストの解き直しにあたっては、ただ答えを書くだけの解き直しにならないようにしてほしいです。

例えば、４つの選択肢があったときに、正解とならない残り３つの選択肢のどこが誤っているのかを言

えるかどうか、用語を書く問題では、最大のヒントとなるキーワードは何なのかをマークできるかどう

かが、学習内容を「身につけた」ことの目安と言えます。高校受験のときには、１年生から３年生まで

すべての学習内容を復習することになりますが、１年生の学習内容を１年生のうちに確実に定着させて

おくことが、「あの時やっておけばよかった」と言わないための第一歩です。 

 

 

１年生の後期に入り、席替えを行い、学級の係や専門委員会のメンバーも新たになり活動を頑張って

います。今回は、各学級の学級委員で構成される学年委員会のメンバーを紹介します。 

 

 

 

学年委員長 ４組 学級委員長 永野 輝来 

 後期委員長になりました永野輝来です。前期にも学年委員には所属していて、前期にできなかったキャンペー

ンや、休み時間の声かけなどをやっていきたいと思います。授業中の態度の向上、また、休み時間などの生活態

度の向上に力を入れていきたいと思います。今回の授業評価向上キャンペーンを振り返り、成果は、全員が自分

のクラスの評価に関心をもてたことです。反省点は、キャンペーン後半になるにつれて、だんだんと、関心がなく

なったり、授業がうるさくなったりしたことです。このキャンペーンが終わっても、授業評価を気にして授業態度を

よくすることを心がけましょう。 
 

副学年委員長 ５組 副学級委員長 川瀬 さくら 

 後期は、前期までにできていたところは続行、さらに伸ばしていけるよう、できていなかった部分は改善してい

けるよう、声かけなどを行っていけるようにがんばります。後期では、前期あまりできていなかったキャンペーンも

行い、一つひとつ課題を解決していこうと思います。また、与えられた役割以外にも自分から積極的に取り組み、

より良い学年・クラスにしていけるようがんばりたいです。 
 

１組 学級委員長 小笠原 寛太 

 ２学期学年書記になった小笠原です。前期学年委員長の経験を生かし、学年委員長をサポートし、学年全体

をより良くしていくために頑張ります。前期は積極的にキャンペーンに参加してくれて、ありがとうございます。

後期もよろしくお願いします。 

 

１組 副学級委員長 吉川 莉子 

 後期から学年委員として、クラスや学年の課題を見つけ、話し合い改善していけたらいいなと思います。まず

は、クラスをしっかりとまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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２組 学級委員長 篠崎 陽仁 

 クラスの現状として、２分前行動を守れていない人が多くいると思います。学級委員の声だけでは、全体に届

かないところがあるので、班長にも協力してもらい、一緒に声をかけて、クラスをより良くして2分前行動を守れ

る学年にしたいです。 
 

２組 副学級委員長 安藤 あおい 

 前期できなかったことを、後期でやっていきたいと思います。クラスや学年で、良かったところは継続し、課題に

ついては改善していきたいです。そのため、クラスなどでの呼びかけを行い、副学級委員長としてまとめていき

たいです。よろしくお願いします。 
 

３組 学級委員長 堀田 妃莉 

 前期ではできなかったキャンペーンができて、このキャンペーンの結果から反省を生かし、一人一人の個性を保

ちつつも、まとまった学級にしていきたいと思います。私は初めて学級委員長を務めさせていただくので、間違

えた方向に進んでいってしまうかもしれませんが、しっかり方向転換し１－３の皆で学級をつくりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 
 

３組 副学級委員長 齋藤 晃太 

 学年委員として、活動を積極的に行い、クラス･学年をしっかりとまとめられるようにしたいです。10･11 月の

授業評価向上キャンペーンでは、クラスが「Ａ」を取れるように声かけなどを行いました。そして、11･12 月の目

標「給食準備を早くしよう」では、３組は給食準備が遅いため、給食当番だけでなく、クラス全員で目標を達成

できるように、声かけなどを行って、給食準備を早くできるようにしたいです。また、これ以外にも２分前行動、

休み時間の過ごし方なども気をつけていけるようにしたいです。そして、学年をよりよくできたら、と思います。 
 

４組 副学級委員長 杉井 那菜 

 私は、今流行しているコロナウイルスでたくさんのことが制限されてしまっていますが、１学年としての楽しい

思い出がたくさん出来るようにがんばって行きたいと思います。そのために、２分前行動を徹底したいです。 
 

５組 学級委員長 菊地 蓮 

 学級委員長としてクラスを引っ張っていきながら、しっかりあいさつや返事のできる学年にしていきたいです。

また前期にできなかった二分前着席の声かけや給食準備を素早くするためのキャンペーンなどを実行したいと

思います。 
 

 

10 月 13 日(金)試験終了後に、地震を想定した避難訓練を行いました。感染症拡大の影響で今年度初

めての避難訓練でした。落ち着いて避難できた一方で、避難中に私語をしてしまった生徒もいました。

避難経路を実際に確認することができましたので、万一のときには、落ち着いて、素早く行動できるよ

うにしてほしいです。 

感染症の動向にかかわらず、日頃からハンカチやタオルを持つようにすることが、特に火災の場合に

自分の身を守ることにもつながります。 

 

   
地震発生!! 机の下に隠れます  避難指示で廊下に素早く整列  グラウンドに避難し点呼 

         校長先生から講評がありました 



 ※次の日の連絡（持ち物など）は、デイリーライフに記入しています。 

◆12 月も制服登校が可能となっています。清掃、体育のある日は体操服も持ってくるようお願いします。

引き続き、清潔なハンカチ、給食時のマスク袋を持たせてください。 

◆12月 3日(木)に習熟度テスト（1月 18日(月)実施）の代金を集金致します。本日配布しました集金袋に入れ、

お子様を通じて担任にご提出ください。朝の会の集金時に金額の確認を行いますので、封筒はのりづけしないよ

うにお願いします。朝練習がある生徒は、登校後すぐに顧問に預け、練習後教室へ持参してください。 

◆12 月 10 日(木)に林間学校積立金の口座引落しがあります。金額は 15,110 円です。口座残高のご確

認をお願いいたします。なお、10 日に引落しができなかった場合は 21 日に再振替があります。 
 

 
（12 月 1 日現在） 

※ 予定の変更も考えられますので、変更の際は別途お知らせいたします。 

日 曜 行事予定 
下校時刻 時間割 

一般下校 最終下校 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

１ (火) ３年生習熟度確認テスト(第４回) 15:35 17:00 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 

２ (水) ⑤歯のすこやか教室(１年生) 14:50 水１ 水２ 水３ 水４ 学活 ＊ 

３ (木) 集金日(習熟度テスト代金) 15:35 17:00 木１ 木２ 木３ 道徳 木５ 木６ 

４ (金)  15:50 17:00 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 

５ (土) PTA 役員会 9:00～ PTA 代表委員会 10:00～         

６ (日)          

７ (月) 専門委員会 15:50 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 

８ (火)  15:35 17:00 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 

９ (水) ⑤８組音楽発表会 14:50 水１ 水２ 水３ 水４ 学活 ＊ 

10 (木)  15:35 17:00 木１ 木２ 木３ 道徳 木５ 木６ 

11 (金) ⑥交通安全教室 15:50 17:00 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 

12 (土)          

13 (日)          

14 (月)  15:50 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 

15 (火)  15:35 17:00 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 

16 (水) ３年生を送る会実行委員会(第１回) ⑤キャリアパスポート 14:25 水１ 水２ 水３ 水４ 学活 火６ 

17 (木)  15:35 17:00 木１ 木２ 木３ 道徳 木５ 木６ 

18 (金) ⑥学年集会  15:50 17:00 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 集会 

19 (土)          

20 (日)          

21 (月) 保護者会 14:10 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 

22 (火)  14:10 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ ＊ 

23 (水) ⑤大掃除・ワックスがけ ３年生を送る会実行委員会 14:50 17:00 水１ 水２ 水３ 水４ 学活 ＊ 

24 (木) 給食最終日 15:35 17:00 木１ 木２ 木３ 道徳 木５ 木６ 

25 (金) 終業式 部活動再登校 14:00～ 12:10 15:45 月１ 月２ 終業式 学活 ＊ ＊ 

26 (土) 冬季休業開始         

27 (日)          

 

 
（12 月 1 日現在） 

◎ 始業式の日の持ち物は、冬休みのしおりをご覧ください。 

※ 予定の変更も考えられますので、変更の際は別途お知らせいたします。 

６ (水) 始業式 10:25 始業式 学活 ＊ ＊ ＊ ＊ 

７ (木) 部活動再登校 14:00～ 11:55 15:45 火５ 火６ 月１ ＊ ＊ ＊ 

８ (金) 給食開始 単元テスト(保体･家庭) 中央委員会 15:50 17:00 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ テスト 

９ (土)          

10 (日)          

11 (月) 成人の日         

12 (火)  15:35 17:00 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 


