
 

 

 

 

 

  

 始業式から３週間が過ぎました。最終学年になった自覚や意気込みを感

じられる言動が多くの生徒から伺えます。最高学年としてのよいスタート

が切れました。 

今年度から朝学習（８：２０～８：３０）も開始し，１０日から授業も

進めています。４月当初の学年集会で進路指導主事からも，「１学期は部活

動などがんばりたいことがたくさんありますが，一年間に５回しかない定

期テストもがんばろう。」という話がありました。日々の学習を大切にして

ほしいです。 

現在，修学旅行に向けての活動を進めているところです。修学旅

行の目的に沿って，楽しい時間を過ごせることを願っています。 

４月２２日に行われた授業公開・PTA総会・学年懇談会に多数の

ご参加をいただき，ありがとうございました。また，今週は家庭訪

問にて，担任が年度当初のご挨拶に伺っております。お忙しい中，

貴重な時間をいただき，ありがとうございます。保護者の皆様と我々

教師一同のチームワークで，最後の一年をしっかりとサポートして

いきたいと思います。   学年主任 近藤 潤                                      

                               

 

 

給食費（４月分 ２７０円×１２食）３，２４０円 

学年費                   ４，８５９円 

 合   計                                                                                                                                                                                                                   ８，０９９円  

     

  

 

【５月の予定】 

◎田中スクールカウンセラーの来校日 

    ８日（水） １５日（水） ２２日（水） ２９日（水） ・・・１１：２０ ～１７：２０ 

◎野畑相談員の来校日  

   ７日（火）        １０日（金）  

２１日（火） ２３日（木） ２４日（金） 

２８日（火） ３０日（木） ３１日（金）                             

豊明市立豊明中学校 

第３学年  
５月号 

「ほっとたいむルーム」からのお知らせ 

・・・９：４０ ～ １３：４０ 

※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。 

５月７日（火）に５月の集金引き落としをいたします。 

・５月６日（月）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 

あかねこ中学漢字スキル  ４５０円 

よくわかる国語の学習   ６００円 

公民の学習 ノート付   ５９０円 

ビジュアル公民      ７３０円 

クリアノート（数）    ５７０円 

自主学習（理）      ６４０円 

これで！完ぺき（理）   ６００円 

基礎を築く英語      ５３０円 

合    計    ４，８５９円 

平成 31 年 4 月 23 日 

【ríːəlàiz】 



 

 

部活動実施日の最終下校時刻 

５／１～３１（１８：００） 

 

  日課  予  定  下  校  

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   口座振替日  委員会評議員会（６限）  14:25 

8 水    15:25 

9 木   ５時間授業  歯科検診  14:25 

10 金   テスト週間  アンサータイム  尿検査予備日  15:25 

11 土     

12 日     

13 月   朝礼  歯科検診予備日  14:25 

14 火   １限８：３０～  ５時間授業  14:00 

15 水   アンサータイム２  15:25 

16 木   中間テスト（理  英  国）  給食なし  12:00 

17 金   中間テスト（社  数  行）薬物乱用防止教室（３限）  給食なし  12:10 

18 土     

19 日   家庭の日   

20 月   朝礼  14:25 

21 火   委員会評議員会（６限後）  15:25 

22 水   生徒総会リハーサル  15:25 

23 木   生徒総会  ネットワーク訓練  15:25 

24 金   内科検診（３年）  学年通信発行  15:25 

25 土     

26 日     

27 月   朝礼  前期教育実習  14:25 

28 火    15:25 

29 水    15:55 

30 木    15:55 

31 金    15:55 

【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。 
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全員「１組で～す。」 
男子 1「６月の修学旅行を学年全

員が楽しめるように，学年生
徒会で一致団結してがんば
りたいです。」 

男子 2「学年全体をまとめて，引
っ張っていけるようにみん
なの前に立って積極的に声
をかけていきます。」 

女子1「５期連続の経験を生かし，
今年も自ら進んで行動しま
す。」 

女子 2「どの行事も最後となるの
で，悔いが残らないようにク
ラスをしっかりまとめてが
んばります。」 

全員「２組ですぅ。」 
男子 1「毎日を充実させるため

に，みんなの意見を聞いて，
よりよいクラスにしていき
たいと思います。」 

男子２「学年生徒会の一員とし
て，いろいろな場面で役に
立てるようにがんばりま
す。」 

女子 1「学年を盛り上げ，学校
全体を引っ張っていけるよ
うに全力で楽しみながらが
んばります。」 

女子 2「最後に“豊中最高！”
と思ってもらえるように，
自分にできることをやり尽
くし，みんなと輝かしい未
来へと歩んでいきたいで
す。」 

全員「３組っす。」 
男子1「前期は行事も多く，どれも

最後になるので，楽しかったと
思えるようにしっかりと盛り
上げていきます。」 

男子2「初めて学年生徒会をやるの
で，やってみた人しか味わえな
い何かを得られるようにし，成
長していきたいです。」 

女子1「最後のすべての行事に後悔
しないように，クラスをまとめ
てがんばります。」 

女子2「学級委員を支え，学級，学
年，学校が盛り上がれるよう
に，自分の力を発揮したいで
す。」 

男子1「みつば学級です。 
   整列の呼びかけ，授業の挨拶や

“いただきます”“ごちそうさまで
した”の号令をきちんとやって，
みつばをいいクラスにしたいと思
います。」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新入生歓迎会を終えて、１年生から感謝の

手紙が届いています。一部ですが紹介しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員「４組だい！」 
男子 1「５期連続学年生徒会に所

属します。その経験を生かし，
持ち前の元気と明るさでクラ
スを引っ張っていきます。」 

男子2「学級委員と協力しながら，
自分自身で考えて行動すると
いうことを目標にしてがんば
ります。」 

女子 1「初めての学年生徒会のチ
ャレンジになりますが，全力
で学年のためにがんばりま
す。」 

女子 2「学年生徒会に入るのは初
めてですが，自分のできるこ
とをしっかりとがんばってい
きます。」 

全員「５組だよ。」 
男子1「誰もが行きたいと思える，

笑顔で楽しい学校にしていき
たいと思います。頼れる存在
になれるように努力していき
ます。」 

男子 2「新しいクラスになったの
で，クラスの中心となってま
とめていき，楽しんでやって
いきます。」 

女子1「最高学年の学年長を務める
のは大変だと思いますが，気
を引き締めてこの学年を引っ
張っていこうと思います。」 

女子2「最後の一年が，最高の思い
出になるように，このメンバ
ーで協力してがんばっていき
たいです。」 

学年生徒会で学年通信のタイトルについて話し合い，検討を重

ねた結果，１組の水野さんから応募があった「Realize（リアラ

イズ）」に決定しました。それぞれの無限に広がる夢や希望を実

現する一年にしようという意味が込められています。 

多数の応募ありがとうございました。 

たくさんの発表を行ってくれてあ

りがとうございました。部活動の内容

もわかりやすくとてもおもしろかっ

たです。最後の応援歌も感動しまし

た。明日からの中学校生活ががんばれ

そうな気がしました。これから部活動

や勉強を精一杯がんばります。 

１年２組 女子 

 先輩方にとても楽しくおもしろい

会をつくってもらいました。とても緊

張していた中学校も，先輩方のおかげ

で楽しく過ごしていけそうです。私

は，吹奏楽部に入部したいと思ってい

たので，演奏を聴いて「すごいな」と

思い，入部への意志が強くなりまし

た。        １年３組 女子 


