
 

 

 

 

 

中学校生活の折り返し地点を迎えました。中学校生活も後半戦となり，学校生活においても中心的存在

となって活躍する場面が多く見られるようになってきました。部活動では，最上級生として後輩を引っ張

りながら，一生懸命に取り組む姿が印象的です。 

体育大会が終わると同時に，合唱会の練習が始まりました。昼放課などの少ない時間でも教室からオル

ガンの音が流れ，「クラスで団結してがんばりたい」「もっと上手に歌いたい」という気持ちが伝わってき

ました。練習を重ねるたびに，うまくいかないことも多々ありながらも，その困難に立ち向かいながらが

んばっていく姿に感動しました。 

今月中旬に行われた中間テスト前のアンサータイムには，約７０名の生徒が残って，質問をしたり，教

え合ったりする姿がありました。すぐに結果が出ずとも，努力をし続ける姿勢を身に付けてほしいと思い

ます。また，１１月８日（木）には，豊明中学校の名物行事“第九全校合唱発表会”が行われます。この

伝統行事に参加できることを誇りに思いながら，楽しく精一杯取り組んでほしいと思っています。 

 

                                      学年主任 近藤 潤 

 

 

 

 

 

 

給食費（１１月分 ２７０円×１８食）４，８６０円 

学年費                        ０円 

 合   計                                                                                                                                                                                                                                                                                   ４，８６０円  

     

  

【１１月の予定】 

◎田中スクールカウンセラーの来校日  

   １４日（水） ２１日（水） ２８日（水） ・・・１１：３０ ～１７：３０ 

◎野畑相談員の来校日       

          １日（木）  ２日（金）  

   ６日（火）  ８日（木）  ９日（金）  

１３日（火） １５日（木） ２０日（火） 

２７日（火） ２９日（木） 

※保護者の方からの相談も受け付けています。些細なことでも気になることがありましたら，担任か学年主任ま

で一声かけてください。 

豊明市立豊明中学校 

第２学年学年通信  
１１月号 
平成 30 年 10 月 31 日 

※毎月の学年費内訳で，会計報告にかえさせて

いただきます。 

１１月５日（月）に１１月の集金引き落としをいたします。 

・１１月２日（金）までに入金していただけるようお願

いします。 

・10 月分で集金させていただきましたスクラッチ材

料（１，３６０円）ですが，９月分でも集金をしていまし

た。集金が重複してしまい，ご迷惑をおかけしまし

た。重複分は，今後の学年費に充てていきます。 

【学年費内訳】 

本月はありません        ０円 

合    計         ０円 

「ほっとたいむルーム」からのお知らせ 

・・・９：４０ ～ １３：４０ 



 

 

 

部活動実施日の最終下校時刻 

１１／１～２０（１６：３０） １１／２１～３０（１６：１５） 

 

  日課  朝読書  予  定  下  校  

１  木   朝読書  衣替え完全移行  保育実習（2-4）  15:55 

２  金   朝読書  教育相談  15:25 

３  土    文化の日   

４  日      

５  月   × 口座振替日  保育実習（2-1）  第九全校練習（５限 +１５分）  14:40 

６  火   朝読書  第九全校練習（６限 +１５分）  15:40 

７  水   朝読書  第九全校練習（６限 +１５分）  15:40 

８  木   朝読書  第九全校合唱発表会  15:35 

９  金   朝読書  Q-U 実施（６限後）  15:35 

10 土      

11 日      

12 月   朝読書  14:50 

13 火   朝読書 委員会評議員会（６限）  14:25 

14 水   朝読書 テスト週間  アンサータイム  15:25 

15 木   朝読書  授業公開  進路説明会  保育実習（2-5）  さわやか DAY 15:35 

16 金   朝読書  アンサータイム  保育実習（2-3）いのちの授業（２ -３、４）  15:25 

17 土      

18 日    家庭の日   

19 月   × 朝礼  14:25 

20 火   × 期末テスト（英  国  保体）  11:45 

21 水   × 期末テスト（自習  理  数）  11:45 

22 木   × 期末テスト（社  技家  行  行）租税教室（３・４限）  12:00 

23 金    勤労感謝の日   

24 土      

25 日      

26 月   × 朝礼  学年通信発行  保育実習（2-2）  14:25 

27 火   朝読書  教育相談  15:25 

28 水   朝読書  スクールカウンセラー講話  教育相談  15:25 

29 木   朝読書  教育相談  15:25 

30 金   朝読書  教育相談  15:25 

【お知らせ】 
豊明中学校ホームページには，日々の学校の様子が小まめに掲載さ

れています。ぜひそちらもご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子 

僕は，1組を「豊中一のクラス」にしたいと

思っています。そのために自分自身も学級の中

心としてふさわしい人間になれるように頑張り

ます。1組がもっとよくなるように何事も全力

でがんばります。 

女子 

 私たちのクラスは，体育大会での悔しさをば

ねに，合唱会こそはと頑張っています。そういう

時こそ，みんなを引っ張っていきたいと思いま

す。前期の時からやってみたい気持ちでいたの

で，張り切って頑張ります。 

男子 

昨年度も後期学級委員を務めました。クラ

ス一丸となって合唱会に取り組んだ経験を

生かして，今年は最優秀賞がとれるように自

分から率先して，昼放課の練習など行ってい

きたいです。 

 

女子 

 １年の半分が過ぎ，クラスにも慣れてきた

ので，クラスもまとまりやすいと思います。

今以上に，楽しいクラスにするために男子学

級委員と運営委員とも協力して頑張りたい

と思います。 

男子 

 僕はこのクラスを団結力があるクラス

にしたいです。そのために，一つ一つの行

事を大切にしてやっていきたいです。自分

がクラスをしっかりと引っ張っていき，学

級委員の役割を全力でやっていきます。 

女子 

 私は，クラスをまとめることだけではな

く，一人一人が積極的に意見を言い合える

クラスにしていけることを目指していま

す。当たり前にやるべきことをしっかりと

やり，行事なども全力でやっていきたいで

す。 

 

男子 

 僕には目標が２つあります。1つ目は，学

年で一番明るく楽しいクラスにすることで

す。2つ目は，けじめのあるクラスにしてい

きたいです。団長の経験を通して学んだこと

を生かして頑張ります。 

女子 

 私は学級委員を一度もやってないので不安

はありますが，元気で明るい４組をさらに楽し

いクラスにしていきたいです。行事もたくさん

あるので，クラスを引っ張っていく存在として

自覚し，頑張っていきたいと思います。 

男子 

 学級委員になるのは初めてなので，うま

くできないかもしれません。でも，なった

からには，できる限りのことをやっていき

たいと思います。後期の間，よろしくお願

いします。 

女子 

 今回初めて学級委員に立候補しました。5

クラスで一番よいクラスになるように，部活

動で培ったパワーと自分の明るい個性を生か

して頑張っていきたいと思います。 



 

 

                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月２７日（土）に行われ

た，愛日地区駅伝大会では，選

手・サポートメンバー・スタッ

フ・保護者が一体となり，選手

がすばらしい走りを見せてく

れました。結果は，男子３位。

女子５位と大健闘でした。２年

生からも男女合わせて６名が

選手として出場しました。どの

選手も襷を握りしめ，懸命に走

る姿に感動しました。 

 県大会もがんばりましょう。 

 ２年生の各クラスで「いのちの授業」と

して，助産師さんをお招きし【すてきな恋

愛マナー】と題して講義をしていただきま

した。照れくさそうにしながらも真剣に助

産師さんの話に耳を傾けていました。すで

に授業を終えたクラスからの感想を掲載

いたします。 

～感想～ 

・男女間で接近欲や性的接触欲には違いがあ

ることに驚きました。恋愛にもマナーを守ら

ないと人の心に傷をつけてしまうこともあ

ると思いました。 

・上手に付き合っていくためには，相手にし

っかりと自分の思いを伝えて，相手の気持ち

も考えながら行動した方がいいことがわか

った。 

・マナーを守って恋愛することは，互いの将

来を守ることにもつながるのだなと思いま

した。 

・がまんすることと，相手の気持ちを考えて

行動することが大事だということがわかっ

た。 

・将来，子どもはほしいけど，赤ちゃんにと

ってベストな環境で生まれてほしいと思っ

た。 

・性行為をしなければいいと思った。 

・恋愛でもルールがあるのだと思った。特に

相手の気持ちをしっかりと考えて行動した

り，伝えたりするのが大切だと思いました。 

  修学旅行費の入金について 

平成３１年度修学旅行費は平成３０年１２月３１日が締め切

りとなっています。7月の個別懇談会にて，配付させていただき

ました払い込み伝票での入金をよろしくお願いします。 

また，１２月の個別懇談会にて，入金の確認を担任からさせて

いただく予定です。 


