
「2017年を締めくくろ う。」

朝晩の冷え込みが厳しくなってきまし

たが、いつも元気なみなさんを見ていると

心も体もぽかぽかしてきます。

さて、体育大会に、文化祭、2回の定期

テス トと忙しかつた 2学期もあつという

間に終わろうとしています。中学校生活に

も慣れてきて、4月 と比べるとみなさんの

顔もだいぶ中学生らしくなってきました。

しかし、馴れ合いもでてきていません

か。今一度自分の生活を振り返つてみまし

よう。4月 の時には出せていた提出物、期

限を守って出せていますか。日上の人と話

すとき、美しい日本語を使うことができて

いますか。『親しき仲にも礼儀あり』です。

まずは元気に学校に来て、楽しく過ごすこ

とが一番ですが、当たり前のことをきちん

とできる人になりたいですね。

『終わりよければすべてよし』という言

葉があります。12月 は締めくくりの月で

す。今までの生活を振り返ってみて「でき

ていないなあ…」と思うことがある人は、

今日から終業式までちょっとがんばって

みましょう。
「いつやるの ?」 「今でしょ !」

気持ちよく冬休みを迎えたいですね。

2組担任 五井
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平成 29年 12月 1日 (基)塚

安城市立明祥中学校

第 1学年 学年通信 12月 号

12月 の予定

*生活 目標 「寒さに強い身体をつくろう」

日 曜 行 事

金 45分授業

2 土
45分授業 月①②③ 午後 :資源回収 弁当
雨天 :月 曜授業①～⑥

3 軒
一

■
|‐||||||||||||||||‐ | ‐|11■ ‐|' 紺躙 鼎

II
5 火 学校朝会

6 水
45分授業 午後 :個別懇談会

午後部活動 15時まで

7 木
45分授業 午後 :個別懇談会

午後部活動 15時まで

8 金
45分授業 午後 :個別懇談会

午後部活動 15時まで

|■| |■ |||■ ||||||■■ |||||||||||||||||‐ || |■ ||||||||||||||||||||||||||||||||‐ ||

・０

一
1日 |

月 生徒朝会

12 火

13 水 45分授業

14 木 45分授業 第 3回ふれあい会議 生徒委員会

15 金 45分授業 美化の日
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18 月 45分授業 生徒議会

19 火 時間割変更 火③②①④⑤⑥
20 水

21 木 給食終了

22 金 終業式
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25 月 冬休み～ 1/8

☆ 1月 の主な行事予定
。9日 (火)始業式、書き初め会  。10日 (水)給食開始  。11日 (木)⑤百人一首の会、生徒委員会
。17日 (水)身体測定  。23日 (火)学校朝会  。24日 (水)⑤⑥職業セミナー

・25日 (本)生徒議会
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私が二学期に成長したことは、家での手伝いを

毎日していることです。小学校のころは何もかも

親に任せつきりで、手伝いなんて何もしていませ

んでした。 しかし、中学校に入学してから、いろ

いろ変わりました。自分の部屋の掃除や洗濯、お

弁当作りや皿洗いなどをするようになりました。

しかし、最初は何度も失敗しました。洗濯のとき

に、ティッシュを入れたまま洗ってしまつたり、

弁当作 りのときには塩と砂糖を間違えて、すごく

甘い王子焼きができたり。

この経験をいかして、三学期は家の手伝いもし

つつ、勉強や宿題にも力を入れていきたいです。

1組 久保 ジェシカ

私は、二学期に初めて級長になり、級長の仕事

を頑張 りました。 2組は、チャイム着席ができて

いませんでした。だから私は 2組をチャイム着席

ができるクラスにしたいと思い、立候補 しました。

チャイム着席をできるようにするために、まず

行つたことは、チャイムが鳴る前に 10秒数える、

10秒カウン トダウンです。この方法は、始めは

みんなできていたけど、だんだん効果がなくなっ

ていったので、チャイム着席チェック表を作るこ

とにしました。最近は少しできるようになってき

たけど、たまにできないときがあるので、三学期

も呼びかけを工夫 したり、新 しい企画を考えたり

してもつと改善していきます。そして、このクラ

ス全員が二年生になるまでにチャイム着席が完壁

にできるように級長としてがんばつていきます。

2組 高須 郁美

私が二学期に頑張つたことは合唱コンクールで

す。なぜかとい うと、みんなで協力することがで

きたからです。最初はあまり声が出ず、表情も硬

くて、これで合唱になるか不安でした。でも、先

輩の歌を聴いて、一人ひとりがやる気を出すよう

になりました。みんなでパー トことに歌を聴きあ

い、ア ドバイスをして、どうしたらもつと素敵な

合唱になるのかを考え_ま した。私も、歌の技術だ

けではなく、表情などを意識することをがんばり

ました。

そして本番、みんなで今までやつてきたことを

出しきりました。結果は残念だったけれど、悔い

はありません。ここまでみんなで協力してきたか

らだと思います。合唱コンを通 して、一人じゃで

きないけれど、みんなで協力するとできるという

ことが分かりました。

3組 祢宜田 愛結

私が二学期に頑張つたことは合唱コンクールで

す。私は歌 うことが苦手で、人前で歌うことを恥

ずかしく思つていました。でも、練習が進むにつ

れて、そんなこと言つていられないと思 うように

なりました。

きっかけは、三年生との交流でした。先輩方の

歌声に圧倒 されました。その日から、もつと練習

して上手くなつて、優勝 したいという気持ちが強

くなりました。そ うして迎えた本番では、緊張し

たけれど、一体感をもつて歌うことができました。

結果は優勝できなかったけれど、一か月の練習

期間、本当にみんなで心を一つにして、同じ目標

に向かつて頑張ることができたと思います。私自

身もすごく成長できたと思います。来年はこのメ

ンバーで歌 うことはできないけれど、この悔 しさ

を生かせるといいです。

4組 都築 里奈
数学でたし算やひき算や図形描写をがんばりま

した。国語では漢字をていねいに書けました。体育

大会ではボール投げや応援コンクールを、つかれた

けれど一生懸命やれました。文化祭では大きな声で

歌い、 トライアングルできれいに演奏できました。

できるようになつたことは、制服のボタンを自分で

はめることです。これからも勉強をがんばります。

7組 荒川 洸圭
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