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本日、平成２９年度の全教育課程を修了しました。
１・２年生の皆さん、保護者の皆様、修了おめでとうご
ざいます。
全ての生徒が大変立派な態度で修了式に臨むことが
できました。特に、修了証書を授与された１年生代表の
藤井さんと２年生代表の鈴木さん両名の姿に、本年度１
年間の１、２年生それぞれの確かな成長が表れていまし
た。
修了式生徒発表では、１年代表の石井さんと２年代表
の山田さんが、学習、部活動、校内合唱コンクールで努
力したことや反省点、それらを基にした進級後の抱負に
ついて話してくれました。また、2 人ともクラスの和、
協力の大切さについて話してくれたことも、生徒はもと
より教職員にとっても大変参考になりました。
校長からは式辞の中で、春休み中に、年初に立てた自
らの目標を再確認するとともに、目標を達成するために
何をすべきかを考えてほしいと話をしました。
４月６日（金）には、全校生がしっかりと目標をもち、
その実現に向けた期待と意欲を胸に、元気に登校してほ
しいと願っています。
保護者の皆様には、本年度もＰＴＡ活動、部活動支援
を始め、本校の教育活動にご理解とお力添えをいただき
誠にありがとうございました。
次年度は特別支援学級が新設されます。今年度以上
に、教職員全員で力を合わせ、どの子も安心して心、学
力、体力を育んでいけるように努めます。保護者、地域
の皆様には、今後ともよろしくお願いいたします。

１６日（金）
、ノー部活デ
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矢祭小・中学校兼務で英語の
授業を担当したニコール先生
は、４月から矢祭小学校専任と
なります。次年度から、矢祭小
学校で５・６年生の英語科の授
業が始まることによります。
２０日（火）の本校勤務最終日に、離任の挨拶があり、
生徒は皆、ニコール先生との別れを惜しみました。
ニコール先生、
１年間本当にありがとうございました。

長期の休み明け前後は、全国的に子どもたちの自殺が増加
する傾向にあります。お子様の些細な変化も見逃さないよう
家庭、学校双方で見守りと連携を図っていきたいと思いま
す。ご不安ご心配なことなどがありましたら、下記の学校相
談窓口や相談機関に遠慮なくご相談ください。
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○
〇
〇

学校相談窓口(担任･養護教諭・教頭)46―2034
24 時間子どもＳＯＳダイヤル 0120－0－78310
よりそいホットライン 0120－279－338
こころの健康相談統一ダイヤル 0570－064－556
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の勉強や１年間の復習と部活動に力を

点は家での生活習慣です。部活動がない日は夜遅く寝

入れました。

て、朝遅く起きてしまったことがありました。そのた

まず、期末テストの勉強は、苦手な
教科を中心に勉強しました。３学期は、期末テストで成
学習を中心に勉強しました。３学期は、

め、前日に決めていた計画が後回しになってしまい、

績がほぼ決まるので、とても力を入れました。
期末テストで成績がほぼ決まるので、
計画通り勉強したので、自分の目標にとどきました。
とても力を入れました。

に気をつけたいと思います。

来年は、勉強も今よりもっともっと難しくなるので、
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新しいクラスでもそんな思いになれ
私は学習面と生活面について振り返
るよう、みんなと協力して、良い学年
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部活動を含め、生活面で、先輩と協力
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するときに見やすく、重要な語句や公式などが一目で分
めることができました。家で復習をす

困ったことがありました。このようなことがないよう
まもなく３年生になるので、高校受験がひかえてい
と生活を充実させ、３年生の学校生活を楽しく送りた

３月中旬より、管理責任者によるポータルサイトの
調整に伴い、更新ができない状態が続いています。
なお、サイトの調整が終わり次第、本校教育活動に
ついて、今後も随時お知らせしていきます。
年度末・年度始めの主な行事予定
【平成２９年度離任式】
～８：0０ 登校
※制服登校 ※部活なし
３月２７日
（火）
８：３５ 体育館入場
８：４０～９：１０ 離任式
朝
４月６日
（金）

９日
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１１日
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１３日
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ています。私はアルトパートのパートーリーダーでし
あると、空欄にしてしまったことがあ
た。リーダーとしてみんなが協力して意欲的に取り組め
りました。この２つのことは直してい

読書 □朝の交通安全指導 □学年授業（～１４日）

給食
部活

満足のいく成果を残すことができました。しかし、私は
くることができました。その結果、テ
保健室に行った時に授業に遅れることがあったり、課題
ストの点数は１年生に比べて、上げる

に行くことを理由に授業に遅れること
次に、生活面では文化祭の合唱のことが一番心に残っ
があったり、課題で分からない問題が

朝

×

８日（日）

１２日
（木）

と思います。

部活

□入学式準備/教科書搬入 ２・３校時
□学級開き（２・３年）４校時
□入学式（１３:４０新入生入場）
□春の交通安全運動 □朝の交通安全指導
× □２・３年生弁当持参

給食

７日（土）

かるようにノートをつくることができました。その結
るときに見やすく、重要な語句や公式
果、テストの点数を１年生に比べて、
上げることができ、
などが一目で分かるようにノートをつ

で分からない問題があったりすると、空欄にしてしまっ
ことができ、満足のいく成果を残すこ
たことがありました。この２つのことは直していきたい
とができました。しかし、私は保健室

読書 □着任式/１学期始業式 ８:３０～９:００

１４日
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１５日（日）

朝
給食
部活
朝
給食
部活
朝
給食
部活
朝
給食
部活

□１年生ヘルメット交付式（８:００校長室）
□生徒写真撮影(１・２校時)
〇
□対面式（３・４校時）※生徒会専門委員会説明
□清掃オリエンテーション
〇 □１年生部活動見学期間（～２０日）

自╱朝 □朝の交通安全指導

〇 □身体測定（１・２校時） □３年内科検診(５校時)
〇 □生徒会専門員会（放課後）
自╱朝

□朝の交通安全指導
×
□１１：４５分完全下校 ※中教研総会開催のため
×

自╱朝

□朝の交通安全指導
〇
□交通安全教室(５・６校時)
〇

自╱朝 □朝の交通安全指導

〇 □知能検査（１・３年）１・２校時
△ □避難訓練（６校時） □ノー部活ディ(16:30まで可)

朝 自╱朝 □朝の交通安全指導
□土曜授業 ※繰替え休日なし
□授業参観（１２:３０～１３:２０）
給食 ×
□ＰＴＡ総会（１３:３０～１３:２０）
□学年保護者会（１４：１５～１５：００）
部活 × □ＰＴＡ歓迎会１８:００ □弁当持参

