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学年通信 「思いやり」東部中学校第３学年 平成２８年４月２８日

３年生になって１ヶ月、１年生を迎え、最高学年として頑張って
いる姿が、どの生徒にも見られます。とても誇らしく思います。
部活動でも、先輩として丁寧に指導している姿が、あちらこちら
でみられます。きっと自分が１年生だった時のことを思い出して
いることでしょう。

修学旅行に向けた活動も本格的になってきました。是非ご家庭
で、どこを見学するのか話題にして下さい。下に各学級の目標を
載せておきましたのでご覧下さい。

〈５月の予定〉

月 火 水 木 金

２ ３ ４ ５ ６

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

９ １０ １１ １２ １３

生徒総会 流教研総会 集金日 修学旅行説明会 専門委員会
リハーサル 生徒総会 進路保護者会

椎の木評議会

１６ １７ １８ １９ ２０

尿検査 校外学習（１年生） 林間学園説明会
評議委員会 部活動保護者会
６委員会 課外教育後援会総会

２３ ２４ ２５ ２６ ２７

職員会議 試験前部活動 耳鼻科検診 中間テスト
停止期間 国・社・数・理・英

３０ ３１ 6/1 2 3

内科検診 集金日 心電図検査 修学旅行
教育実習開始 （２年） ～６／５

※下校時間は、日没の時間に合わせて設定しています。
５／２～６：００（完全下校時刻）

下校後は、速やかにご家庭に帰宅するよう指導しています。ご家庭でもお声かけをお願いします。

〈修学旅行の学級目標〉
１組 Team work ～すばやく行動 私語ゼロ～

２組 E☆K☆D３６ ～笑顔・絆・団結～

３組 そうだ!京都・奈良へ行こう!!～団結魂のレベルup↑～

４組 ALL SMILE ～ make the Miracle～

５組 The Japanese Mind ～けじめを持って行動し挨拶を心がけよう～
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〈５月の学習予定〉
国語 「立ってくる春」 呉音、漢音、唐音 音楽 日本の伝統音楽

「私」 「新しい博物学」の時代
社会 世界恐慌と日本 美術 自画像
数学 式の展開と因数分解 体育 男子：陸上競技

女子：陸上競技
理科 運動とエネルギー 技術 生物育成に関する技術 土作り
英語 PROGRAM2 現在完了形 家庭 保育

MyProject8 修学旅行を見据えた学習

～学年組織が決まりました～

学級委員 副学級委員 生活委員 学習委員 歌声委員 環境委員 美化委員 広報委員

１ 野田有杜 藤森海王
梅木絵利奈 恩田紗希 松本杏莉 塩見梨花子 大森なずな 小泉美緒

組 井上紗奈 新井美菜

２ 柴原 奨 髙橋裕哉
鵜沢のりか 松尾壮悟 折戸明音 三浦麻莉亜 石﨑彩華 税所のぞみ子

組 三澤芽生 松田彩那

３ 寺澤滉士良 平下雄斗
牧島克恭 蛭川 萌 伊藤 奏 宮本理仁 滝口航生 廣田佳那

組 阿部莉々香 羽賀茉保子

４ 本田隼二郎 成島 明
町田陽太郎 松尾桃愛 仙洞田愛 伊藤大智 青木滉也 岩田奈津季

組 佐々木優歌 佐藤海輝

５ 宮城拓実 下村千輝
岡田涼帆 佐口隼斗 市川ひかり 近藤優名 本間美樹 関根遼己

組 田中悠香子 堤愛衣果

給食委員 保健委員 ＪＲＣ委員 放送委員 図書委員 〈５月の生活〉

１ 德永美香 中田 龍 押切南歩 岩間淳泰 ・修学旅行に向けて、普段の
對馬千侑海 生活を向上させよう。

組 篠原玲奈 石黒菜月 鈴木乃璃花 板垣皓大 挨拶・返事・ありがとう

２ 新川達也 鍋谷郁巳 小林健太 小森さくら ・授業に集中し、計画的に学
守田 篤 習に取り組もう。

組 加藤佑都 沖田咲弥香 鈴木那津奈 山口紗英

３ 畠山智哉 横山海人 林 美希 畠中琳子
佐々木優斗

組 山中岳都 田邉明日美 宍倉智果 若林美穂

４ 小野朱音 日野響希 喜多美月 小林慈大
宮崎 翼

組 木村香澄 鈴木裕里加 田島 瞳 椎名慧人

５ 渡邉 詠 大沼 祥 林 悠太 杉原晶太
足立原理久

組 鎌田悠莉 仙洞田陽 高橋香蓮 鈴木裕太
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学年通信 「思いやり」東部中学校第２学年 平成２７年 ５月１日

２年生になって１ヶ月が過ぎました。どのクラスも落ち着いた学校
生活を送っています。１年生を迎え、先輩として頑張ろうという
気持ちが、生徒達の姿に見られ頼もしく思います。

さて、ゴールデンウィークが始まります。自転車での事故が
多い時期です。外出の機会も増えると思いますが、交通ルール
をしっかり守り交通安全に十分気をつけてほしいと思います。
学校でも指導をしますが、ご家庭でも出かける時は、声かけを
お願いします。

〈５月の予定〉

月 火 水 木 金

２７ ２８ ２９ ３０ ５／１

個人面談③ 個人面談④ 昭和の日 個人面談⑤ 尿検査
修学旅行保護者説明会

進路保護者会
拡大評議会

４ ５ ６ ７ ８

みどりの日 こどもの日 振替休業 流教研 歯科検診
下校時刻変更 専門委員会
１８：００
緑の募金～５／２２

１１ １２ １３ １４ １５

春の交通安全運動 生徒総会リハーサル 集金日 心臓検診（１年生） ３年生修学旅行
～５／２０ 生徒総会 ３年生午前日課 （15・16・17）

椎の木評議会

１８ １９ ２０ ２１ ２２

３年生代休 ３年生代休 職員会議 尿検査救済 中間テスト
国・社・数・理・英

※放課後部活動なし ６委員会
＋評議委員会

２５ ２６ ２７ ２８ ２９

林間学園保護者説明会 月曜日日課 内科検診 市内大会
部活動保護者会
課外教育後援会

※放課後部活動あり

３０（土） ※下校時間は、日没の時間に合わせて設定しています。
４／２１～５／１ →５：４５

市内大会 ５／７～７／１７ →６：００

下校後は、速やかにご家庭に帰宅するよう指導しています。ご家庭でもお声かけをお願いします。
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〈５月の学習予定〉
国語 アオスジアゲハとトカゲの卵 音楽 鑑賞 「フーガト短調」

漢字の広場 近代の短歌 混声合唱「COSMOS」
社会 近世の日本 美術 静物画
数学 式の計算 連立方程式 体育 男子：陸上競技

女子：陸上競技
理科 化学変化 技術 電気回路
英語 プログラム２ 家庭 栄養素の働き

A Trip to Finland

～学年組織が決まりました～

学級委員 副学級委員 生活委員 学習委員 歌声委員 環境委員 美化委員 広報委員

１ 野田有杜 藤森海王
茅根尚輝 梅木絵利奈 恩田紗希 塩見梨花子 髙橋一紀 松本杏莉

組 井上紗奈 新井美菜

２ 柴原 奨 髙橋裕哉
加藤佑都 松尾壮悟 折戸明音 三浦麻莉亜 三澤芽生 税所のぞみ子

組 河野桃佳 松田彩那

３ 寺澤滉士良 大塚悠祐
山中岳都 宍倉智果 伊藤 奏 蛭川 萌 滝口航生 廣田佳那

組 羽賀茉保子 阿部莉々香

４ 町田陽太郎 青木滉也
本田隼二郎 石毛芳樹 田所未羽 岩田奈津季 伊藤大智 鈴木裕里加

組 中山愛梨 北上 凜

５ 白土 凌 江水 颯
宮城拓実 佐口隼斗 市川ひかり 田中智基 本間美樹 鎌田悠莉

組 田中悠香子 木村 碧

給食委員 保健委員 ＪＲＣ委員 放送委員 図書委員 〈５月の生活〉

１ 赤西大樹 大滝貴也 小泉美緒 中田 龍 ・２分前着席、１分前学習
椎名南未 を徹底しよう。

組 瀬川夢斗 石黒菜月 宮本光優 川野未来雄

・気温に合わせた服装を心
２ 新川達也 鍋谷郁巳 小林健太 鈴木那津奈 掛け、正しく着よう。

守田 篤
組 渡邉一暉 沖田咲弥香 西﨑 廉 山口紗英 ・１年生に先輩のしっかり

した姿を見せられるよう
３ 林 美希 村上周平 大塚悠祐 畠中琳子 にしよう。

佐々木優斗

組 駒形有咲 田邉明日美 横山海人 若林美穂

４ 松尾桃愛 日野響希 木村香澄 小林慈大
柿島幸弥

組 渡邊美紗稀 佐々木優歌 菅野真子 椎名慧人

５ 岡田涼帆 石井 駿 林 悠太 下村千輝
足立原理久

組 細野由依 仙洞田陽 高橋香蓮 杉原晶太
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学年通信 「思いやり」東部中学校第２学年 平成２８年 ２月１日

もうすぐ立春、暦の上では春ですがまだまだ寒い日が続きます。
今年の恵方巻きは、丙の方角（南南東）を向いて食べるといいそう
です。３学期の始まりにあたって２年生は、時間や挨拶、清掃など
を見直すことで、日々の生活の充実を図っています。３月の３年生
を送る会に向けた活動も動き出しています。３年生への感謝を込め
た発表になるように、全員で力を合わせていきたいと思います。

２年生には、今のところｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで休んでいる生徒はいませんが、
保健だよりにもあったように、近隣の小学校では学級閉鎖している
ところもあります。今後も手洗い、うがい、マスクの着用を呼びか
けますので、ご家庭でもよろしくお願い致します。

〈２月の予定〉

月 火 水 木 金

１ ２ ３ ４ ５

東葛駅伝写真展 集金日 リーダー会 食育集会 漢字検定（第３回）
３年生 ３年生 市長表彰
公立前期選抜検査出願 公立前期選抜検査出願 節分

８ ９ １０ １１ １２

小中連携あいさつ運動

３年生 新入生体験入学 建国記念日
公立前期選抜検査 ３年生公立前期選抜検査

１５ １６ １７ １８ １９

試験前部活停止 全校朝会 学年末テスト 学年末テスト
期間～2/19朝 （英・国・社） （数・理・技家）

表彰集会

２２ ２３ ２４ ２５ ２６

３年生を送る会
３年生 ３年生 ３年生 優先期間～3/2
公立後期選抜出願 公立後期選抜出願 公立後期選抜志願変更

２９ ３／１ ２ ３ ４

３年生 全校朝会 ３年生を送る会 ３年生

公立後期選抜検査 公立後期選抜合格発表

※下校時間は、日没の時間に合わせて設定しています。
２／ １～２／１９ →１６：４５
２／２０～３／ ４ →１７：００

下校後は速やかにご家庭に帰宅するよう指導しています。ご家庭でもお声かけをお願いします。

〈２月の生活〉

○ ３年生を送る会に向けて、生活面での意識も高めていこう。
○ 身だしなみを整えよう。
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〈２月の学習予定〉
国語 走れメロス 学ぶ力 体育 サッカー（男子） バスケ（女子）

社会 歴史 日本の開国・明治維新 技術 ラジオ製作

数学 三角形 四角形 家庭 調理実習

理科 気象のしくみと天気の変化

英語 Program11 Yui-To Share Is to live

音楽 日本の音楽（文楽）混声四部の響き

美術 フェナキストスコープ

新春百人一首大会の結果

○学級対抗 ○個人の部

優 勝 ４組 １位 ４組 町田 陽太郎 くん

準優勝 ２組 ２位 ４組 中山 愛梨 さん

○班対抗 ３位 ３組 佐々木 優斗 くん

１ 位 ４組 生活班 ４位 ５組 近藤 優名 さん

２ 位 ５組 学習班 ５位 ５組 仙洞田 陽 さん

３ 位 ４組 美化班 ６位 ５組 高橋 香蓮 さん

４ 位 ４組 広報班 ７位 ４組 本田 隼二郎 くん

５ 位 ２組 環境班 ８位 ２組 沖田 咲弥香 さん

８位 ３組 鈴木 ひとみ さん

１０位 ４組 仙洞田 愛 さん

校 内 書 き 初 め 展 １０位 ２組 関本 昇馬 くん

金賞 鎌田 悠莉さん （５組）

銀賞 鈴木 乃璃花さん（１組） 鈴木 那津奈さん（２組） 高下 恵さん（３組）
中山 愛梨 さん（４組） 堤 愛衣果 さん（５組）

（１組）梅木 絵利奈さん 押切 南歩 さん 恩田 紗希 さん
（２組）柴原 奨 くん 沖田 咲弥香さん 折戸 明音 さん

銅賞 （３組）山中 岳都 くん 宍倉 智果 さん 廣田 佳那 さん
（４組）岩田 奈津季さん 喜多 美月 さん 佐々木 優歌さん
（５組）白土 凌 くん 木村 碧 さん 本間 美樹 さん



- 7 -


