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生活習慣の確立を 
今週はお忙しい中，授業公開，ＰＴＡ総会，学年懇談会に多数の

ご参加をいただき，誠にありがとうございました。入学して３週間

が過ぎ，生徒たちは，中学校生活の要領もわかり，昼放課には明る

くのびのびと過ごす様子が見られるようになりました。学年懇談会

の折にも話をさせていただきましたが，生徒たちは明るくあいさつ

ができる子が多く，毎朝余裕をもって登校できています。中学校生

活への意欲的な態度の表れであると感じています。この状態を維持

しながら，今後はさらに，生徒たち自身で時と場を考えた行動がで

きるように，そして，生活への慣れが，けじめのつかない「慣れ」

にならないように指導していきたいと思います。 

さて，部活動が本格的に始まります。仮入部期間より，最終下

校時刻の１８：００まで活動する部活動も多くなります。心身と

もに余裕をもった生活を続けるために，より時間を有効に使って

ほしいと考えます。帰宅後の過ごし方について御家庭でもお話し

ください。 

１年生にとって，初めての経験となる中間テストは５月１６

日，１７日に実施されます。範囲は２週間前にはお知らせいたし

ます。計画的な学習習慣の定着のためにも，この機会に家庭で学

習する習慣をつけさせてください。 

【学年主任 正木 慎一郎】 

 
 

 

給食費（ ４月分 ２７０円×１２食） ３，２４０円 

学年費                                               ６，８５９円 

 合   計                                                             １０，０９９円  

     

 

 

日 曜 朝の活動 行事予定 下校時刻 ほっとたいむ 

１ 水  即位改元の祝日   

２ 木     

３ 金  憲法記念日   

４ 土  みどりの日   

５ 日  こどもの日   

６ 月  振替休日   

７ 火 英語 口座振替日 ６限後委員会・評議員会 15:25 野畑(9:40～13:40) 

８ 水 国語 心電図予備日 15:25 田中(11:20～17:20) 

９ 木 社会 歯科検診  尿検査予備日 14:25  

10 金 数学 テスト週間  アンサータイム１ 尿検査予備日 15:25 野畑(9:40～13:40) 

11 土  春の全国交通安全運動～２０日   

12 日     

13 月  朝礼 学級討議 歯科検診予備日 14:25  

14 火  ５限授業（１限 8:30～） 14:00  

15 水 理科 アンサータイム２ 15:25 田中(11:20～17:20) 

16 木 英語 中間テスト（給食なし） 12:00  

17 金 国語 中間テスト（給食なし） ３限薬物乱用防止教室 12:10  

18 土     

19 日  家庭の日   

20 月  朝礼  14:25  

21 火 読書 内科検診 ６限後委員会・評議員会 15:25 野畑(9:40～13:40) 

22 水 読書 生徒総会リハ 15:25 田中(11:20～17:20) 

23 木 読書 生徒総会 ネットワーク訓練 15:25 野畑(9:40～13:40) 

24 金 読書  15:25 野畑(9:40～13:40) 

25 土     

26 日     

27 月  朝礼 前期教育実習 14:25  

28 火 読書  15:25 野畑(9:40～13:40) 

29 水 読書  15:55 田中(11:20～17:20) 

30 木 読書  15:55 野畑(9:40～13:40) 

31 金 読書  15:55 野畑(9:40～13:40) 

月行事予定は，豊明中学校のホームページ

でも見ることができます。 

写真１ 

学年集合写真（４月１１日撮影） 

＊ 毎月の学年費内訳でもって会計報告とかえさせて 

いただきます。よろしくお願い致します。 

５月７日（火）に５月の集金引き落としをいたします。 

昼放課の様子（４月１８日撮影） 

４月２６日（金）までに入金していただけるようお願いします。 

【学年費内訳】 

生徒手帳                                 １４９円 
名札           ２２０円 
よくわかる数学の学習   ６７０円 
国語便覧         ６９０円 
すらすら基本文法     ３９０円 
よくわかる国語の学習   ６００円 
あかねこ漢字スキル１年  ４５０円 
地理の学習        ４３０円 
歴史の学習        ３９０円 
地理資料集        ８３０円 
歴史資料集        ７００円 
理科の自主学習      ６４０円 
ＮＲＴ検査 
（国・社・数・理）各１７５円   ７００円 

 

合    計      ６，８５９円 



 

 

 

 

 

 

男子学級委員（学年長） 

「みんなの笑顔のために挑戦」という学年目標

が決まりました。新しい友達との出会いがあった

ので，まずは，学年委員同士が早く仲良くなって，

学年みんなが仲良くなれるような雰囲気をつく

っていきたいです。 

女子学級委員 

学年生徒会は，学級委員になった人たち，クラ

スの代表が集まった委員会です。学年全体のこ

とを考えながら，よい学年になるように，責任を

もって真剣に取り組んでいきたいと思います。 

 

 
男子学級運営委員 

小学校の時，学級委員をした経験を生かして，

自分のことだけでなく，みんなのことを考えなが

ら，活動したいです。これから，みんなで仲良くし

て，楽しい中学校生活にしたいです。 

女子学級運営委員 

 私の目標は，あいさつがきちんとできて，い

じめがなく，友だち思いな「あたり前のことが

あたり前にできる学年になる」ことです。学級

委員のサポートができるようにしっかり，自分

の役割を果たしていきたいと思います。 

男子学級委員 

すべての人たちが気持ちよく生活するために，当

たり前のことを当たり前にできるよう全力を尽く

したいと思います。また，自分自身が時間を守るこ

とで他の人の模範となり，積極的に呼びかけを行

い，よい学年にしていきたいと思います。 

男子学級運営委員 

しっかりみんなの役に立てるようにがんばりたい

です。この経験はもしかしたら二度とできないかも

しれないので，運営委員として学級委員を全力でサ

ポートできるように精一杯がんばりたいです。 

女子学級運営委員 

運営委員として学級委員をサポートし，みんなが

何事にも諦めずに挑戦できるようクラスを引っ張っ

ていきたいです。小学校での経験を生かして精一杯

がんばりたいです。 

女子学級委員 

今まで，学級委員はやったことはありませんが，

自分を変えたいと思い学級委員になりました。リ

ーダーとしての自覚をもって様々なことに挑戦

し，引っ張っていきたいです。 

女子学級運営委員 

初めてリーダーに挑戦します。その中で自分だ

けではなく，学級委員やみんなの意見を聞きなが

ら学級委員と一緒にクラスをまとめて，よいクラ

ス，よい学年にしたいです。 

男子学級委員 

学級委員としてクラスがしっかりしたスター

トをきれるようにします。そのために積極的に活

動し，１年生をまとめていきたいです。まずは，

チャイム着席などの小さなところから呼びかけ

をしていきたいです。 

男子学級運営委員 

学級運営委員としてクラスを「マナーや時間を

守ることができる」ようにしたいと思っていま

す。そのために，まずは自分がそのような行動を

心がけていきたいと思います。 

男子学級委員 

元気なあいさつをするなど，当たり前のことを

当たり前にできる学年にしたいです。リーダーと

して，クラスや学年のみんなを引っ張って，まと

めていけるようがんばりたいと思います。 

男子学級運営委員 

学年が団結して，みんなが楽しく，元気で過ご

せるようにがんばります。学年の行事では，学年

生徒会が中心となって盛り上げていきたいと思い

ます。 

女子学級運営委員 

学級運営委員として，学級委員をしっかり

サポートして，学級委員と一緒にとてもよい

クラスを作っていきたいと思います。半年間，

１年生みんなのことを考えてがんばります。 

男子学級委員 

みんなが毎日学校が楽しいと思えるような，明

るく楽しい学年にしたいです。誰にでも明るくあ

いさつをして，当たり前のことができ，授業にも

しっかり取り組める学年にしていきたいです。 

男子学級運営委員 

このような役をやるのは初めてなので，しっか

り話を聞き，クラスや学年のために自分の役割を

していきたいです。学級委員をサポートして，け

じめをつけ，明るく笑顔が絶えないクラスにして

いきたいです。 

女子学級運営委員 

あいさつがきちんとできるクラスにするため

に，毎朝あいさつの呼びかけをしていきたいで

す。児童会での経験を生かして，学級委員をし

っかりサポートしていきたいです。 

男子学級委員 

学級委員としての自覚をもち，しっかりクラス

をまとめていきたいと思います。また，副学年長

になったので，学年長のサポートをして，学年を

支えられるような副学年長になりたいです。 

男子学級運営委員 

みんなが仲良く，一致団結できるように，クラ

スに貢献していきたいです。毎日が笑顔いっぱい

の学年にするために，みんなをまとめていきます。 

女子学級委員 

まだ中学校生活に慣れておらず，不安なことも

たくさんありますが，小学校での経験を生かし，

みんなの意見を積極的に取り入れて，信頼される

学年生徒会になるよう精一杯がんばりたいと思

います。 

女子学級委員 

毎日，みんなが笑顔で元気に登校できるよう

に，明るく進んであいさつをしていきたいです。

また，居心地のよい学年・クラスにするために，

温かい言葉をかけ合い，温かみのある学年・クラ

スにしていきたいです。 

女子学級委員 

みんなが明るく楽しく，居心地がよいと思える

ようなクラスをつくっていきたいと思います。温

かい雰囲気をつくれるようにがんばります。 

女子学級運営委員 

学級運営委員として，あいさつ運動を大切にし

ていきたいです。また学級委員のサポートをして

クラスをよりよくしていくことを心がけたいで

す。少しでもみんなの役に立てるようにがんばり

ます。 

１５日に認証が行われ，各クラスの学級組織が正式に決まりました。それぞれが自分の責任をしっかりと果たすことができた

ときに，すばらしい学級・学校ができあがるのではないでしょうか。みなさんの活躍を期待しています。各クラスの学級目標と

ともに学年生徒会のメンバーの決意をご紹介します。 

 

女子学級委員 

初めて会ったり，初めてしゃべったりすることが多

くて，まだ緊張していたり，不安に思っていたりする

人がいると思います。なので，クラスを明るくするこ

とで，楽しいクラス・学年にして，いろんな人としゃ

べって仲良くできたらいいなと思っています。 


