
 

 

 

 

  

 

 

   

 

４月１１日（火）に、離任式が行われました。 去られた先生方からは、みんなが信頼され、幸せに過ごし、

社会で活躍することを楽しみにしている、というお話がありました♪ この出会いに感謝して、２年生のみん

なでさらに突き進んでいきましょう★ 
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自分を大切に、仲間を大切に 
～笑い合い・支え合い・高め合い～ 

４月のあわただしさが徐々に落ち着き、様々な学校活動がスタートしています。 新たなクラスの仲間と授業

がはじまり、「頑張りたい！」という気持ちが伝わってきます。 議員・委員・班長決めもあり、新たな挑戦をする

人、継続して取り組もうという人、どんな活躍をしてくれるか楽しみです。 学年ミーティングでも「どんな学年に

したいか？」について話し合い、最高のスタートが切れました！！！ 稲武の準備も楽しみです★ 

 

 

 

自分を大切に、仲間を大切に 
～笑い合い・支え合い・高め合い～ 

 

● 自分、そして仲間の命、心、個性を大切にしてほしいです。 

● 学年の仲間みんなが笑い合えるようになってほしいです。 

● 学年の仲間のために行動して、支え合えるようになってほしいです。 

● 間違いをおそれずに、多くの挑戦をして、仲間と高め合えるようになってほしいです。 



の行事予定 
日 曜 時 主な予定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ﾗﾝﾁ 

1 月 集 ★金１～６ 学校集会 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ ＣＤ  

2 火 ５０  腎臓・糖尿病検診（1回目） 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ ＣＤ 

3 水   憲法記念日               

4 木   みどりの日                

5 金   こどもの日               

6 土                   

7 日                   

8 月 45 ★火１～６  ★生徒議会 15：10 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 ＣＤ  

9 火 ５０ ★月１～６ 道徳 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 ＡＢ  

10 水 ５０    水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ ＡＢ  

11 木 ５０    木１ 木２ 木３ 木４ 学活   ＡＢ 

12 金 ５０  ２年：薬物乱用防止教室 ： 思春期セミナー 薬物防止  思春期  学活   ＡＢ  

13 土                   

14 日                   

15 月 45 月１２３４６  6限：避難訓練 道徳 月２ 月３ 月４ 総合 
避難 

訓練 
ＡＢ  

16 火 ５０   火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 ＡＢ  

17 水 集 朝キャン② 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ ＡＢ  

18 木 集 
生徒集会 歯科検診（1・2年）9:00 
木チャレ② ♪ランチマークシート〆切 

木１ 木２ 木３ 木４ 学活   ＡＢ  

19 金 45  
金１２３４  ♪家庭訪問（全学年） 
腎臓・糖尿病検診（2回目） 

金１ 金２ 金３ 金４ 家庭訪問   

20 土                   

21 日                   

22 月 45 月２３４５  ♪家庭訪問（全学年） 月２ 月３ 月４ 月５ 家庭訪問   

23 火 45 火１２３４  ♪家庭訪問（全学年） 火１ 火２ 火３ 火４ 家庭訪問   

24 水 45 水３４５６  ♪家庭訪問（全学年） 水３ 水４ 水５ 水６ 家庭訪問   

25 木 45 木１２３４  ♪家庭訪問（全学年） 木１ 木２ 木３ 木４ 家庭訪問   

26 金 45 金１２５６  ♪家庭訪問（全学年） 金１ 金２ 金５ 金６ 家庭訪問   

27 土                   

28 日                   

29 月 45 読書週間(～6/6) 環境ウィーク(5/29～6/9) 道徳 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 ＡＢ  

30 火 45 生徒委員会 15:10 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 ＡＢ 

31 水 ５０    水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ ＡＢ  

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭訪問 

 

５月１９日(金)～２６日(金)

の５日間で家庭訪問に伺わ

せていただきます。その際には

お子様が考えた「キャリアシー

ト」について話してもらおうと考

えています。到着時刻が前後す

ることもあると思いますが、よろ

しくお願いします。 

 

定期テスト 

 

今年度より、定期テストの

回数が年間４回になり、名称

も変わります。 

【定期テスト①～④】 

５月に定期テストはなく、定

期テスト①は６月に実施され

ます。 

ご承知おきください。 

木チャレはじめました 

 

今年度より、木チャレと名

づけられた課外授業をスター

トします。 

この講座では、木曜６限に

生徒の幅広い学びを提供し、

自ら学ぶ力の育成を目指し

ます。 

受講を希望する場合は、普

段と下校時刻が異なります。

ご承知おきください。 

 


