
 

 

 

 

 

 

豊明市立沓掛中学校 第２学年 学年通信１１月号  令和２年１０月２９日（木） 

 

 

日に日に朝晩の寒さが増し、秋の深まりを感じます。１０月８、９日で行われた野外活動は、２日間とも雨天とな

りましたが、生徒たちの雨を吹き飛ばすほどの笑顔や柔軟な対応力によって、すばらしい野外活動となりました。コ

ロナ禍における制限の多い野外活動でしたが、生徒一人ひとりが手洗いや検温、食事のルールなどを徹底したおかげ

で、安全、安心に行ってくることができました。今回の野外活動のスローガン「絆～２０７人で創る最高の思い出～」

のもと、雨の中のウォークラリー、キャンドルサービスなどの活動を通して、生徒たちは次第に絆を強くしていくこ

とができました。そして、その学年の強い絆が最高の思い出を紡ぎ出してくれました。 

 そして、その絆が蒼天祭にもいかされ、学年文化祭や体育大会は大いに盛り上がりました。また、ブロックの先輩

たちの姿から、努力、団結することの大切さを学べたと思います。これを思い出に残すだけでなく、来年度につなげ

ていきたいと思います。 

 １０月は多くの行事がありました。１１月も、期末テストや、職場体験の代わりに行う「キャリア・リサーチ・プロ

グラム」など、まだまだ行事は盛りだくさんです。引き続きお子様の手洗いや検温などの体調管理にご協力をよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

衣替えについて 

 

１１月からは、冬服での生活となります。ご家庭でも、お子様の体調管理にご留意ください。また、防寒具の着用

も可となります。男女ともにコート着用可、マフラー、ネックウォーマー、手袋等の着用の際に、黒、紺、灰色、白

に加えて茶色、ベージュも可になっておりますので、必要な場合はご準備ください。詳しくは、学年通信１０月号を

ご覧ください。判断に迷う場合は、購入される前に学校に相談いただけたらと思います。 

 

学校預かり金について 
 

１１月の学校預り金を１１月５日（木）に口座から引き落とさせていただきます。 

野外活動の残金４,３０８円（＊）につきましては、１２月からの学年費の一部に充てさせていただきます。 

 

１１月の集金額 

給食費 (２８０円×１６食)      ４，４８０ 円 

体育大会 ハチマキ           １３０ 円 

      A5S フラットファイル          ６０ 円 

 美術 レリーフ用鋼板         １，１００円 

家庭科 マスク生地            ２７５円 

冬休み 日誌               １４６円 

 

         ６，１９１円 

    

＊ 本年度は１泊２日となったため、残金が多くなっています。 

集金額      費用       残金 

     ９，０００円 － ４，６９２円 ＝ ４，３０８円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活最終下校　前16:30　後16:20

日 曜 学校行事 1 2 3 4 5 6 部
Ｓ Ｔ 終了

時刻

心の

相談日

国テ 数テ 社テ 理テ 英テ

社会 国語 体育

理科 技家 体育

英語 社会 体育

数学 技家 音楽

国語 英語 音楽

理科 国語 音楽

英語 理科 学

数学 社会 学

技家 数学 学

平松

相談員
月３ 月４ 月５ 14:4511/30 月

ワックスがけ
月１ 月２

11/29 日
【３３週】

11/28 土

11/27 金 金１

木３ 木４ 木５ 木６ 15:40

15:30
永田

ＳＣ
金２ 金３ 金４ 金５ 金６

11/26 木
キャリア・リサーチ・プログラム（５限）

木１ 木２

水４ 水５ 水６11/25 水 水１ 水２ 水３

火５ 火６ 15:40

15:30
平松

相談員

11/24 火 火１ 火２ 火３ 火４

11/23 月
勤労感謝の日

11/22 日
【３２週】

11/21 土

× 11:40
永田

ＳＣ
11/20 金

２学期期末テスト（３日目）
給食なし３時間
薬物乱用防止教室（３限）

３年アルバム用学年写真撮影（３限）

11:2011/19 木

２学期期末テスト（２日目）
給食なし３時間
さわやかＤＡＹ

×

× 11:20
平松

相談員
11/18 水

２学期期末テスト（１日目）

給食なし３時間

平松

相談員

11/17 火 水１

月３ 月４ 月５ × 14:45

15:30水２ 水３ 水４ 水５ 水６ ×

11/16 月
朝会（委員長・議長任命・俳句表彰）

月１ 月２

金４ 金５ 月５ ×

11/15 日
【３１週】

11/14 土

水６ 代

11/13 金 金１

木３ 木４ 木５ 木６ × 15:3011/12 木

テスト週間

木１ 木２

15:30
永田

ＳＣ
金２ 金３

11/11 水

代表議会

水１

火３ 火４ 火５ 火６ 15:4011/10 火
Ｑ－Ｕテスト

火１ 火２

15:30
平松

相談員
水２ 水３ 水４ 水５

11/9 月
委員会（後期①）

金１ 14:35
平松

相談員
金２ 金３ 金４ 金５ 委

11/8 日
【３０週】

永田

ＳＣ

11/7 土

金３ 金４ 金５ 金６ 15:3011/6 金

血液検査（２年）
沓中歌声の会（１年）６限
３年卒業アルバム用個人写真撮影(５，６限) 金１ 金２

平松

相談員

11/5 木
口座振替日
進路説明会（６限） 木１

水３ 水４ 水５ 水６ 15:40

15:30木２ 木３ 木４ 木５ 木６

11/4 水
朝会（生徒会・学級委員任命）
環境美化週間（10日まで） 水１ 水２

11/3 火
文化の日

木５
× 14:35

平松

相談員
11/2 月

３年実力テスト
木１ 木２ 木３ 木４

令和２年度 沓掛中１１月行事予定

11/1 日
【２９週】



 
 

 

 
学級委員 副学級委員 代議員 

  私は、このクラスのい

いところである「平和な

学級」というところを守

りたいです。その上で、

このクラスをもう少し

だけ積極的にしていく

ためにも、もっと頑張っ

ていきます。後期の間、

よろしくお願いします。 

 

 

山口 晟和 

 前期に代議員として

活動しました。その時の

経験を生かし、後期学級

委員としてこのクラス

を落ち着きがあり、当た

り前のことが当たり前

にできる、そんなクラス

にしていきたいと思い

ます。よろしくお願いし

ます。 

 

渡邊 琴音 

 クラスのリーダーと

して学級委員をサポー

トし、クラスのみんなが

主体的に行動できる明

るいクラスにしたいで

す。そして、クラス目標

である「日進月歩」のよ

うに何事も積極的に行

えるクラスにするため

に努めます。 

 

板谷 康太郎 

 慌ただしく始まった一

学期も終わり、新しい生

活にも慣れてきました。

二学期は野外活動や文化

祭、体育大会などの行事

がありました。そこで学

んだ協力することの大切

さや、仲間との絆を生か

していけるクラスにした

いです。 

 

渋谷 芽生          

  僕は、学級委員になる

のは初めてですが、クラ

スも学年全体ももっと

楽しく明るく、学年目標

の陽だまりのようにな

るように全力でやって

いきたいです。初めてで

も他の人に負けないよ

うに活躍できるよう頑

張ります！ 

 

 

日比野 希央  

 私のクラスは、野外活

動で集団行動の大切さ

を知りました。私は、当

たり前のことが当たり

前にできるクラスにす

るために、一人一人が互

いに支え合っていきた

いです。そして、団結力

を高めていきたいと思

います。 

 

 

折田 聖莉  

 私は、この副学級委員

という役になったから

には学級委員をしっか

りサポートし、このクラ

スを引っ張っていける

ように全力を尽くして

いきたいです。少しおっ

ちょこちょいですが、こ

れからよろしくお願い

します。 

 

 

     成田 百姫 

代議員として、３年生

までに身につけるべきこ

とや、今までできそうで

できなかったことを、み

んなが必ずできるように

働きかけたいです。人の

前で何かをした経験が多

いわけではありません

が、精一杯頑張るのでよ

ろしくお願いします。 

 

 

山口 遥生  

 学校生活に慣れてき

た今、三年生になる準備

期間となります。全員が

三年生になる心構えを

もてるように、学級委員

としてサポートしてい

きたいです。クラス代表

として最善を尽くして、

みんなを引っ張ってい

きます。よろしくお願い

いたします。 

近藤 伶哉 

 キャンドルサービス

でいただいた「自由の

火」、そして学級目標の

「えっ！マジ？」と共に

後期のイベントや学級

活動で学級委員として

クラスをまとめられる

ように一生懸命に頑張

ります。また、最後まで

温かく楽しいクラスの

雰囲気を守っていきま

す。   矢野 波音 

 私が副学級委員にな

った理由は、前期に学級

委員を務めた際、行事な

どが重なると二人だけ

では進まないことが多

く、副学級委員のサポー

トに助けられたからで

す。副だからといって力

を抜かずに、副だからこ

そ、縁の下の力持ち的存

在となり、頑張ります。 

渡瀬 可里菜 

 今まで僕は、クラスの

代表になったことがあり

ませんでしたが、自分を

奮い立たせるために立候

補しました。代議員の名

に恥じぬよう役割を果た

したいと思います。そし

て、学校とクラスのパイ

プ役として学校全体の力

となれるように全力疾走

してみせます。 

諸田 海翔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学級委員 副学級委員 代議員 

  僕は、4組をもっと挨

拶ができるクラスにし

たいです。そのために率

先して大きな声で挨拶

をし、みんなを引っ張り

ます。そして、挨拶のあ

ふれるクラスにしてい

きたいです。よろしくお

願いします。 

 

 

岩瀬 貴史  

 私は、楽しむ時とそう

でない時の切り替えが

早く、けじめのあるクラ

スにしたいです。そのた

めに、まず私がいち早く

様々なことに気付き、積

極的に呼びかけをして

いきます。 

 

 

 

近藤 奈緒  

 私は、前期学級委員を

やっていて、後期もこの

学年を明るく楽しく盛

り上げていきたいと思

って副学級委員に立候

補しました。後期もみん

なが、楽しすぎて学校に

行きたい！と思えるよ

うな学年を目指して一

生懸命頑張ります。 

 

     水野 結来 

代議員として学級委員

をサポートしながら自分

の仕事をしっかりできる

ようにしていきたいで

す。初めての代議員でわ

からないことが多いけれ

ど、頑張ります。代表議

会で聞いたことなどを学

級に伝える大事な仕事を

一生懸命頑張るのでよろ

しくお願いします。 

内田 楽一  

 約半年間しかない中

で、最後まで楽しさとメ

リハリのあるクラスを

目指し、やり遂げます。

自分一人の力では達成

できないことですが、運

営係で一丸となって、ク

ラスを引っ張っていけ

たらいいなと思ってい

ます。よろしくお願いし

ます。 

 

    廣瀬 彩雅 

 学級委員になったか

らには、自らが主体的に

行動し、クラス、そして

学年から「頼れる人だ

な」と思ってもらえるよ

うな人になります。クラ

ス一丸となって学級目

標を達成できるよう精

一杯頑張ります。よろし

くお願いします。 

     

  

大石 真珠 

 私は副学級委員だか

らといって、学級委員に

任せっきりにしない、自

分から発信できる副学

級委員になりたいと思

っています。残り半年、

クラスで濃密な時間を

過ごせるように精一杯

努めます。よろしくお願

いします。 

 

 

     稲葉 小夜 

 僕は、代議員としての

役割をしっかりこなしな

がら、学級を盛り上げた

り、注意もできたりする

ように頑張ります。みん

なから頼られ、愛される

ようなリーダーになれる

よう努力していきたいと

思っています。よろしく

お願いします。 

 

   

      小林 大翔  

 初めて学級委員にな

りました。学級委員や代

議員のみなさんが前期

作ってくれたこの学年

をもっとよくできるよ

う最善の努力をします。

初めてなので不安もあ

りますが、頑張りますの

でよろしくお願いしま

す。 

 

     伊藤 風夏 

私は、学級目標「四次

元ポケット」のように 1

人１人が輝けるような

クラスにしていきたい

です。そのために、自分

から人に優しくし、それ

をクラス中に広げてい

き、個性を認め合うこと

のできる温かい学級を

作っていきたいです。 

 

    沼田 紗更 

 前期に学級委員を経

験し、大変さや楽しさを

体感したので、後期は副

学級委員として、学級委

員会が楽しく活動でき

るようにしたいです。副

学級委員としての責任

感を忘れずに最後まで

全力で活動に取り組み

たいと思います。 

 

     知野見 桃子 

 代議員は、生徒会と生

徒をつなぐパイプの役割

をします。それゆえに、

とても責任重大な仕事で

あると言えます。僕は、

初めて代議員をやるので

不安でいっぱいですが、

全力で取り組みたいと思

います。よろしくお願い

します。 

 

      紺田 蒼翔   

１
組 

４
組 

５
組 
６
組 

２
組 

３
組 



 

 今年は今までとは違う二

日間でしたが、スローガン

である「絆」をより強くで

きたと思います。感染対策、

雨での急な変更にも対応し

ながら楽しむ様子を見て、

この学年は陽だまりに近づ

いているなと実感できまし

た。全員で一生懸命準備し

てきて良かったです。 

   総務 山田 彩友 

 私は一年生の九月から野

外活動当日まで、全員が全

力で楽しめるよう、活動を

続けてきました。野外活動

当日、全員が無事に全力で

楽しんでいる姿を見て、本

当にここまで努力してきた

甲斐があったと感じまし

た。目標に向かって努力す

る楽しさの分かるよい活動

になったと思います。 

    総務 松村 侑生 

 私は実行委員を通して、皆

で協力することの大切さを知

ることができました。実行委

員みんなで作り上げたキャン

ドルサービスは、とても良い

ものになったのではないかと

思います。これからもクラス

や学年などで協力する機会が

たくさんあると思うので、誰

かに頼るのではなく、みんな

で協力して頑張っていきたい

です。 

  ファイヤー 河原 菜智 

 みんなが見る掲示物やし

おりを作るときに、どうした

らみんなを楽しくさせるこ

とができるか、見やすくでき

るかなどを工夫しながら取

り組みました。 

みんなを楽しませたいと

いう気持ちで臨み、良いもの

ができたので良かったです。 

 

  しおり 長谷川 優月 


