
 

 

 

 

 

 

豊明市立沓掛中学校 第２学年 学年通信７月号  令和２年６月２９日（月） 

 

 

梅雨の晴れ間にのぞく青空がまぶしく、夏を感じるこの頃です。生徒たちは新型コロナウイルス感染防止対策に伴

う新しい学校生活に少しずつ慣れてきたところです。学校が再開して約１か月が経ちました。ここまで生徒たちが元

気に学校生活を送ることができているのは、保護者の皆様がご家庭で健康管理を徹底してくださっているおかげだと

思います。心より感謝申し上げます。生徒たちは、学習に熱心に取り組んだり、新しいクラスで新しい友達をつくっ

たりして、遅れた新学期のスタートに柔軟に対応しています。本来なら野外活動も終えて、夏休みに向けて１学期の

まとめをしていく時期ですが、今年度については、野外活動は１０月に行うことになり、今は４月と５月の授業の遅

れを取り戻すべく、生徒と教師が一丸となって毎日授業に励んでおります。また、１１月に実施する予定でした職場

体験学習についても、今年度につきましては、新型コロナウイルス感染防止の視点により、本当に残念ですが、中止

となりました。職場体験学習に変わる学習や活動については、これから学年で検討していきたいと思います。 

これから暑い日が続きます。新型コロナウイルス感染防止はもちろんですが、熱中症の心配も増えてきます。生徒

たちが学校で安全に健康に過ごせるように、細心の注意を払って、生徒を支援していきたいと思います。引き続き、

ご家庭での検温等の体調管理のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 本年度、授業時数の確保のため、従来３日間で行っている期末テストの日程を２日間にさせて頂きました。そのた

め、２日目の下校時刻が１２時を過ぎてしまいます。自宅の位置によっては、帰宅時間が１３時近くになってしまう

恐れがあるため、テスト終了後、希望される方は持参したお弁当を学校で食べられるようにしたいと思います。希望

されるご家庭は、お子様を通じて当日までに担任までお知らせください。食中毒対応のため、涼しい場所で保管した

いと思いますので、袋に記名するなど、自分の弁当が分かるようなご配慮をお願いします。 

 

 

学校預かり金について 
 

７月の学校預り金を７月６日（月）に口座から引き落とさせていただきます。 

 

７月の集金額 

 

給食費 (２８０円×１８食)      ５，０４０円 

 

家庭科 フェルト倶楽部        １，６５０円 

国語 書写コンクール手本          ２５円 

美術 六角小箱              ７８０円 

英語 着色教材              ３３０円 

 

 

        ７，８２５円 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7月 10日(金)の期末テストについて 
 

部活最終下校　前18:00　後18:00

日 曜 学校行事 1 2 3 4 5 6 7 部
Ｓ Ｔ 終了

時刻

心の

相談日

社会 英語 技家

技家 理科 国語

国語 技家 社会

国語 数学 理科 体

社会 英語 数学 体

数学 理科 英語 体

7/30 木
給食終了

木１

10:40
永田

ＳＣ
7/31 金

１学期終業式
大掃除（各教室） 行 学

15:30木２ 木３ 木４ 木５ 木６

水３ 水４ 水5 水６7/29 水
⑥学年集会（２年）

水１ 水２

15:307/28 火 金１ 金２

15:30
平松

相談員

金３ 金４ 金５ 金６

月３ 月４ 月５7/27 月 月１ 月２

7/26 日 【18週】

14:35
平松

相談員

7/25 土

7/24 金 スポーツの日

7/23 木 海の日

7/21 火 火１ 火２

15:30
平松

相談員
金３ 金４ 金５ 金６7/22 水 金１ 金２

火３ 火４ 火５ 火６

木３ 木４ 木５ 木６

15:30

7/20 月

Ｑ－Ｕ検査
６時間授業

１年聴力検査（音楽時）

木１ 木２

7/19 日 【17週】

15:40
平松

相談員

7/18 土

15:30
永田

ＳＣ
7/17 金

代表議会②
金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 金６ 代

木３ 木４ 木５ 木６7/16 木
ワックスがけ

木１ 木２

15:30
平松

相談員
7/15 水

委員会②
水１ 水２

15:30

水３ 水４ 水5 水６ 委

火３ 火４ 火５ 火６7/14 火 火１ 火２

14:35
平松

相談員
7/13 月

環境美化週間（～17日）
月１ 月２

15:30

月３ 月４ 月５

7/12 日 【16週】

7/11 土

12:25
永田

ＳＣ
7/10 金

期末テスト２日目
（４時間授業・給食無し） ✕

✕7/9 木

期末テスト１日目
（3時間授業・給食無し）

水３ 水４ 特 水5 水６ ✕

11:40

火３ 火４ 特 火５ 火６ ✕7/7 火 火１ 火２

7/6 月
清掃場所交代（～31日）

口座振替日 月１ 月２

15:35

7/8 水 水１ 水２ 15:35
平松

相談員

月３ 月４ 特 月５ ✕

✕

14:45
平松

相談員

7/5 日 【15週】

7/4 土 ✕

金３ 金４ 特 金５ 金６ ✕

木３ 木４ 特 木５ 木６ ✕

7/3 金 金１ 金２

15:35

15:35
永田

ＳＣ

7/2 木 木１ 木２

15:35
平松

相談員
特 水5 水６ ✕

令和２年度 沓掛中７月行事予定

7/1 水

テスト週間（７時間授業）

水１ 水２ 水３ 水４

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1593081708/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDIwMi5odG1s/RS=^ADBuK5PUmM_O4U1slAlh5nkbUDmQbA-;_ylt=A2Riva_sLfNerj4AXSyU3uV7


 
 

 

 
学級委員 副学級委員 代議員 

  今年はコロナウイル

スの対策で普段と違う

生活になり、まだ慣れな

い人もいます。ですが、

日進月歩を目標にクラ

スで協力して日々成長

できるように頑張りま

す。ご協力よろしくお願

いします。 

 

 

神野 新太 

 私は、前期学級委員と

してメリハリのあるク

ラスを目標にして頑張

っていきます。今年から

先輩になるので、後輩の

手本となるよう、呼びか

けをしっかりしていき

たいと思います。よろし

くお願いします。 

   

 

木全 梨華 

 初めて副学級委員に

なり、まだわからないこ

ともありますが、しっか

りと学級委員やクラス

をサポートできるよう

に努めます。学級委員、

代議員とともによりよ

い学級にできたらいい

です。よろしくお願いし

ます。  

 

長谷川 一真 

 前期代議員として、学

級委員のサポートをしつ

つ、コロナウイルスの呼

びかけなど、いろいろな

役割をこなしていきたい

と思います。生徒会と学

級をつなぐパイプのよう

な存在になれるよう頑張

りたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

渡邊 琴音            

 コロナウイルスで、学

校で過ごす時間が減っ

てしまい、いろいろなこ

とが変わり、慣れないこ

とや分からないことが

あると思います。学級委

員として、クラスや学年

のみんなが困らないよ

うにしていきたいです。 

 

 

長沼 律樹 

２組の学級目標は

For you, For meです。

２組の皆で支え合い、楽

しい１年となるように、

学級委員としてクラス

のために行動します。み

んなの意見を取り入れ

て、みんなで最高のクラ

スにしていきます。 

 

 

佐藤 美優 

 副学級委員として学

級委員のサポートをし、

学級目標の For you, For 

me のように自分の事だ

けではなく、相手の事を

考え、行動が出来て、明

るく楽しいクラスにし

ていきたいと思います。

半年間よろしくお願い

します。 

 

中村 颯太 

２年２組の学級目標

は、For you, For me で

す。私は、みんなのため

に自分のために思いや

り、助け合えるクラスに

したいと思います。代議

員は初めてですが頑張り

ます。半年間よろしくお

願いします。 

 

 

青山 莉子 

  みんな慣れないスタ

ートをした学校で不安

なところもあると思い

ます。それは僕も同じで

す。だんだん元の生活に

戻ってきている中で気

を抜いてはだめです。僕

もみなさんが楽しく安

全に過ごせるように尽

くします。よろしくお願

いします。  

浅野 涼太 

 私の理想のクラス像

は、自ら気付き、指示を

うける前に自主的・主体

的に実行できる習慣を

体得したクラスです。 

学級目標であるように

「えっ、マジ」３組そん

なにできるの？と驚か

れるような無限の可能

性に挑戦します。 

     

渡瀬 可里菜 

 副学級委員として学

級委員を支え、元気で笑

顔溢れるクラスにした

いです。また、当たり前

のことを普通に実行し、

さらに上の自主的な行

動ができるクラスにな

るように率先垂範しま

す。その責任が果たせる

ように一生懸命に頑張

ります。  

     平野 優果 

 コロナウィルス禍の環

境下、新しい仲間とのコ

ミュニケーションがとり

づらいですが、元気な挨

拶を実行して、先生方が

クラスに来るのが楽しみ

になるような明るい雰囲

気にしたいです。全力で

目いっぱい頑張ります。

よろしくお願いいたしま

す。  

近藤 伶哉 

 

 

 

 

 
 

 

 
学級委員 副学級委員 代議員 

  僕は前期学級委員と

して２分前着席など当

たり前のことを当たり

前にできるクラスにし

たいと思っています。２

分前に座ったら静かに

授業の準備をして待つ

ことを呼びかけたいと

思います。自分だけでな

く周りの人のことを考

えて動きたいです。  

     淺野 紘人 

 私は昨年も学級委員

をやったので、その経験

を生かしたいと思って

います。コロナウイルス

の影響で長期間の休み

もありましたが、学級目

標の Smile に向かって

全員が笑顔になるよう

なクラスを目指して一

生懸命頑張ります。 

 

水野 結来 

学年目標「陽だまり」

のようにあたたかく思

いやりあふれるような

学年にしていきたいと

思います。自分にまかさ

れた仕事を最後まで責

任感をもち、仲間と目標

へとたどり着けるよう

に精一杯頑張っていき

たいです。    

      

水野 乃愛 

 僕は昨年も代議員を努

めました。そのおかげで

常に自分が発表・発言す

る精神をつけることがで

きました。前期でさらに

この力を向上させ意欲的

に代表議会で案を出せる

ように努めますので、宜

しくお願いします。 

 

 

明瀨 健伸 

 自分ができていなけ

れば、他の人に教えるこ

とはできないので、自分

から挨拶をしたり、一生

懸命掃除に取り組んだ

り、行動をおこしていこ

うと思いました。先輩に

なったので、クラスを１

年生のお手本になる２

年生にしていこうと思

いました。  

佐藤 善太 

私は誰か一人だけが

頑張るのではなく、みん

ながそれについていき

高め合えるクラスにし

たいと思っています。そ

のために一番に手本と

して行動し、みんながつ

いていきたいと思える

ような学級委員になれ

るよう頑張ります。 

     

 稲葉 小夜 

分散登校が続いてク

ラスや学年間でなじめ

ていない人も多いと思

うので、早く通常の「陽

だまり」のように明るい

学年になるように引っ

ぱっていけたらと思い

ます。また、良い先輩に

なれるよう頑張ります。

全力で取り組みたいで

す。  

甲斐 友菜 

代議員になったからに

は、まず当たり前のこと

ができて、誰にも迷惑を

かけないことが必要だと

思います。少しでも学校

をよりよくするため、貢

献できるよう頑張ります

のでよろしくお願いしま

す。 

 

 

廣瀬 彩雅 

  僕は学級委員長をや

るのが２回目です。最初

は緊張もあって失敗も

多くあったので、１回目

をもとに２回目はこの

明るく楽しい学年を引

っ張っていけるように

したいです。この学年を

もっと輝かせましょ

う！ 

 

太田 雄統 

 初めての学級委員な

ので分からないことが

たくさんありますが、ク

ラスの全員が毎日来た

いと当たり前に思える

クラスにしたいです。学

年で協力してどのクラ

スも良いクラスになる

ようにしたいです。責任

をもって行動したいで

す。  

 知野見 桃子 

 私は副学級委員にな

れて良かったと思いま

す。学級委員の補佐をし

っかりして、学級委員の

負担を少しでも減らせ

たらいいなと思います。

わからないこともあり

ますが、私なりにがんば

るので、よろしくお願い

します。 

      

泉 萌々佳 

 代表議会で話し合った

ことなどをクラスにちゃ

んと伝えていきたいと思

います。僕はこのクラス

を明るく楽しいクラスに

していきたいです。半年

間よろしくお願いしま

す。 

      

 

 

久野 颯介 
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