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安城市立明祥中学校

3 通信 冬

「本気の本気」を発揮するとき 太田 好美

ぃよいよ進路選択が日の前に迫つてきました,教室では、進路実現に向けて、真剣に学習に取 り

組んだり、面接に向け、自分をじつくり見つめたりする姿が見られるようになりました。 日々成長

する姿に頼もしさを感じます。

さて、勝負の冬休みに入 ります.みなさんにとつて、まとまつた学習時間が取れる最後の期間で

すぃまだまだ、力は仲ばせますっ自分の希望する進路を実現するために、本気の本気で学習に取り

組みましょう。チーム明中です3みん/1・ で頑張りましょう。応援 しています。

J…
…… 1冬休 みの 日標 「進路実現に向け、本気の本気で勉 強 しよ う」 ………………………

1

i   9日 (火 )始業式、書き初め会     10日 (水)給食開始          :
1  11日 (本)学年末テス ト範囲発表    1811(本 )。 19日 (金)学年末テス ト :

軋.……■_2.里 …望 、と.Lf_Q、 層…υSと 興印替繁 ..1■ _■
40～                 :

冬休みの課題・・・提出日 1月 9日 (火 )

国語 。新研究ノー トP148～ 184を すべてやる=(本誌 P184～ 204)
・スピーチの原稿 (3学期初めの授業で提日|)

。できるだけ 「書き初め」の練習 1)し ま しょう=(提出はなし)

社会 ・プ リン ト

数学 。新研究  ノー トP136～ P139、 P146～ P149、 P158～ P159、
P161、 P176～ P201(最 後 のベー ジ )

。数学の友    P98～ P109,P124～ P127
理科 。新研究 本誌 P4～ 159、 168～ 209、 212を t)う 一度すべてやる。

(本誌に記入するか、自分でノー トにやつて提出する。新研究ノー トにはやらない)

。学習整理 P91～ 103
英語 。新研究  P102～ 149、

。英語ラボPl18～ 145
158・ 159、 P188～ 193を本誌にやつて提出。

・豆の本ノー ト (自 主的にやる。 3学期のポイン ト)

入試 に向 けて ～服装等の点検 を～  |

年が明けると、いよいよ入試本番です.直前

にあわてることのないように、冬休み中に点検、

準備をしておきましょう。

つきましては、以下の点について、ご家庭で

もご確認をお願いします。
。制服の汚れやほころび
。名本L

体育館シューズの記名、汚れ、シューィ本
通学用 リュック、ナップ

通学用シューズの記名、汚ねノ

スリッパの記名

～私立高校・専修学校などの

検定料入金について～

私立高校 。専修学校などの願書の清書が終わ

りました。検定料の入金を各ご

1月 16日 (火 )～ 1月 18日 (木)の 間に、

お願いしたいと思います。ご予定いただきます

よう、よろしくお願い致します。

3学期始業式について

1月 9日 (火)8:05入 室完了

(持ち物)。 通知表の封筒 。冬休みの課題

・給食の自衣 (2学期末当番の人)

・習宇道具、手本。新聞綺

・体書館シューズ
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これからの自分

1組  沓名 裕亮

来年の僕は恙望校に合格し、今までとは全く違う仲

間や先生に囲まれて生活しています。勉強にも部 活

動にも励み、行事を楽しんでヽヽます。高校卒業後は、

大学に入りたいと′思っています。まだ、どの分野に進む

か決めていないので、自分の進みたい道が決まったと

きにその道に進めるように、さまざまなことに積極的に挑

戦し、成功も失敗も自分の力に換え、大きく成長しま

す。

なりたい自分に～ Fo「 my futu「 o～

1組 杉浦 美生

5年 /itの 私は、夢を目指しながら楽しく充実した大学

生活を送っています。高校でたくさんの経験をし、自分

の木来像を採していきます。

自分を伸ばせる高校へ進学するために、今からの

毎 日を実力をつける勉強をします。なりたい自分にな`り

ます。

5年後の自分

2組 森本 晃正

5年後の自分が全く想像できません。身体は時間と

ともに成長したとしても、Cが 成長している気がしな`いの

です。今は中学3年 生ということもあり、Cが 不安定な

ことが多く、周りにおいていかれるんじゃないかと不安が

増したりします。

でも、5年後には、他人を認められるような自分にな

ってヽヽます。また、ラうヽ 自ヽ分を許せるようになって、ヽたら

いいです。少しずつ、まず、自分を認めることから始め

ます。

理想の5年間

2組  太口 恵美梨

私は美容師になりたい。た、3ヾ ん5年後、20歳になっ

ても美容師になっている訳じゃないと思うが、本格的に

美容師の勉強をしていたい。そのために、今からの5年

間を今までで一番有意義に過ごしたい。今は、行きた

い高校に入 学するために、日一杯勉強をする。高校

生になったら、母に、美容師の勉強を教えてもらいつ

つ、学業にも励み、新しい友逹を100人つくり、青春を

謳歌したい。そして、高校を卒業したら念願の美 容学

校へ入り、本格的に美容を学び、美容師になる。

私は、5年後になりたいものや、やりたいことがいっ|

いあるし、今からの5年 間もやりた

いことがいっぱいあるという贅沢 ■

で、忙ぃ人ヽだけど、毎日毎日、ご熱
本気の本気で修力し、私のたくさ ざ

んあるやりたいことを一つ一つかな

えてヽヽきたヽヽ。

将来に向かって

3組 諸橋 観帆

5年 後、私はパティシエになってぃます。そして、みん

なを幸せにできるケーキを作っています。そのために今

から、専Fl的 な勉強をします。

私はケーキが好きです。ケーキやスイーツを食べると

自然に笑顔になれます。だから、私は、周りの人が笑

顔になるようなヶ―キを作ります。た〈さん失敗もすると

思いますが、絶対にあきらめません。

1年後のかっこいい僕

4組  杉浦  邁紀

みんなの前に出て何かをしたり、みんなをまとめたりし

ている人を僕は「かっこいい」と思います。しかし、僕はこ

れまで、一度もみんなをまとめるようなかっこいいことをし

たことがあ|サ ません。僕はみんなに「かっ

こいい」と思われたいです。だから、1年

後の僕は、積極的にみんなをまとめた .`

り、ラ|っ 張ったりする「かっこいい」高校  |
生になっています。
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 ヽ           4組  榊原 梨乃 ヽ

ミままです。だから、過去の問題を解いて、分からないミ
問ヽ題は理解できるまで考えます。また、時間を計っヽ

こど畷甕6畷蔓[懸


