
 
 
 

◎◎２年生の修了
あっという間に１年が過ぎ、今日で２年生が修了します。そして４月からはいよいよ平和中学校の最高学

年となります。 
今月６日(火)に行われた卒業証書授与式では、厳粛な雰囲気の中、感極まって涙する

の自分を重ねた人も多かったのではないでしょうか。同時に、自分たちが最高学年になるんだという気持ち

が湧いてきたと思います。 
 ところで、３年生に向けた準備はできていますか。誰もが「３年生になったらこれま

で以上に頑張ろう」という思いをもっていると思います。けれど、３年生になったから

といって急に変われるものではありません。「３年生になったら」「４月から」ではなく、

２年生を修了した今日を３年生の出発点として、目標をしっかりともち努力を始めてほ

しいと思います。 
 平昌オリンピックが終わって、TV
フィギュアスケートの羽生選手が怪我からの復帰を果たして金メダルを獲得した映像

は、印象に強く残っているのではないでしょうか。競技後のインタビューでも感動的な

コメントが多く聞かれましたが、先生の心に強く響いたのは

技後、翌日に行われるフリーの演技についての次のコメントです。

みなさんはどう思いますか。何かに臨むに当たって

しょうか。覚悟と言ってもいいと思います。「羽生選手だからできる」「私には無

イナス思考で諦めていたのでは、決して目標は達成できないと思います。

 今日を出発点として、今自分にできること、頑張ればできそうなことから１つ１つ努力してい

その積み重ねが１年後の自分の進路につながります。

 

熱い戦いが繰り広
 

員会が企画・運営し、とても充実した１時間

ボール」「増やし鬼」どちらも白熱した戦いが繰り広げられ、寒い体育館

にもかかわらず、汗を流して走り回る姿が見られました。

最高の笑顔があふれていました。

 

れたことを丁寧にやりきる活動」から「自分たちで何をしたらよいかを考

えて行う活動」へと、活動に向かう姿勢が

でなく、自分たちの学級の課題を解決するために独自のキャンペーン活動を仕組んだり、

ールを磨いたり、先生たちのサプライズ誕生日会を開いたりと

自分たちで考えて動く姿が増えました。

 来年度も、この１年で身につけた『

揮し、平和中学校の顔として活躍してくれることを期待していま

す。 
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「とにかくやるべきことはやってきましたし

た。その努力をしっかり結果として

修了。いよいよ最高学年に◎◎
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に行われた卒業証書授与式では、厳粛な雰囲気の中、感極まって涙する

の自分を重ねた人も多かったのではないでしょうか。同時に、自分たちが最高学年になるんだという気持ち

ところで、３年生に向けた準備はできていますか。誰もが「３年生になったらこれま

で以上に頑張ろう」という思いをもっていると思います。けれど、３年生になったから

といって急に変われるものではありません。「３年生になったら」「４月から」ではなく、

２年生を修了した今日を３年生の出発点として、目標をしっかりともち努力を始めてほ

TV では何かとカーリングが話題となっていますが、

フィギュアスケートの羽生選手が怪我からの復帰を果たして金メダルを獲得した映像

は、印象に強く残っているのではないでしょうか。競技後のインタビューでも感動的な

先生の心に強く響いたのは、ショートプログラムの演

翌日に行われるフリーの演技についての次のコメントです。 

みなさんはどう思いますか。何かに臨むに当たって、これだけの言葉が言えるくらいの努力ができているで

しょうか。覚悟と言ってもいいと思います。「羽生選手だからできる」「私には無理なこと」と

決して目標は達成できないと思います。 
今日を出発点として、今自分にできること、頑張ればできそうなことから１つ１つ努力してい

その積み重ねが１年後の自分の進路につながります。 

広げられた学年レク！ 
 ２０日（火）の６時間目に行われた学年レクレーション大会

員会が企画・運営し、とても充実した１時間となりました

ボール」「増やし鬼」どちらも白熱した戦いが繰り広げられ、寒い体育館

にもかかわらず、汗を流して走り回る姿が見られました。

最高の笑顔があふれていました。 

 この１年間で１番成長を感じるのは、この企画力と運営力です。「言わ

れたことを丁寧にやりきる活動」から「自分たちで何をしたらよいかを考

活動に向かう姿勢が大きく変わったと思います。生徒会主催のキャンペーン活動だけ

でなく、自分たちの学級の課題を解決するために独自のキャンペーン活動を仕組んだり、

先生たちのサプライズ誕生日会を開いたりと、
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来年度も、この１年で身につけた『考えて動く力』を最大限発
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とにかくやるべきことはやってきましたし、2 か月間滑れなかった間も、とにかく

として出したいです。」 
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あっという間に１年が過ぎ、今日で２年生が修了します。そして４月からはいよいよ平和中学校の最高学

に行われた卒業証書授与式では、厳粛な雰囲気の中、感極まって涙する先輩方の姿に、１年後

の自分を重ねた人も多かったのではないでしょうか。同時に、自分たちが最高学年になるんだという気持ち

ところで、３年生に向けた準備はできていますか。誰もが「３年生になったらこれま

で以上に頑張ろう」という思いをもっていると思います。けれど、３年生になったから

といって急に変われるものではありません。「３年生になったら」「４月から」ではなく、

２年生を修了した今日を３年生の出発点として、目標をしっかりともち努力を始めてほ

では何かとカーリングが話題となっていますが、

フィギュアスケートの羽生選手が怪我からの復帰を果たして金メダルを獲得した映像

は、印象に強く残っているのではないでしょうか。競技後のインタビューでも感動的な

ショートプログラムの演

これだけの言葉が言えるくらいの努力ができているで

理なこと」と、最初からマ

今日を出発点として、今自分にできること、頑張ればできそうなことから１つ１つ努力していって下さい。

学年レクレーション大会は、学級委

となりました。「王様ドッヂ
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れたことを丁寧にやりきる活動」から「自分たちで何をしたらよいかを考
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でなく、自分たちの学級の課題を解決するために独自のキャンペーン活動を仕組んだり、平和坂のカードレ
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春休みには、「受験生としてふさわしい筆記用具」

ていない「直定規」でないと、「不正」とみなされます。コンパスを使った作図ができないと採点すらしても

らえない問題があります。アクセサリーなど

生としてふさわしい筆記用具」の基本は

直定規・コンパス」の４点セットです。

てみましょう。 
 

 
《保護者の皆様へ》

保護者の皆様の教育活動に対するご理解とご協力のおかげで，１年を終える事ができました。いよいよ

４月から３年生に進級します。来年度は一人一人が今年以上に力を伸ばし，希望の進路に進んでいける

ことを願っております。至らぬ点が多々あり，ご迷惑をおかけしたかと思いますが，１年間ありがとう

ございました。             

《始業式ついて》 

４月６日（金）の始業式は，８時

【４月６日の動き】

8:15 までに３年の教室に入る

8:15 ～ 8:20 旧３年の学級

8:20 ～ 8:35 机・いすの移動（新しい学級へ→指示または掲示に従って移動）

8:35 ～ 8:50 体育館へ移動（新学級の男女別出席番号順の２列で）

8:50 ～ 9:25 着任式・始業式（担任発表）

9:25 ～ 9:40 新しい担任の先生と一緒に新しい学級へ移動

9:40 ～ 10:30 学級活動（学級開き・提出物の回収・新しい教科書の配付など）

10:30 ～ 10:40 着替え・移動

10:40 ～ 12:00 入学式準備 

12:00 ～ 12:10 移動・着替え

12:15 最終下校 ※生徒会執行部

【持ち物】教科書の配布があります。通学

□春休みのしおり（学習の足跡・振り返り

□筆記用具   □上靴   

□雑巾２枚   □ビニール袋

1 日 春休み(～５日まで) 

2 月  

3 火  

4 水  

5 木  

6 金 着任式・始業式・学活  

7 土   

8 日             

9 月 ①②進級テスト ③④身体測定 ⑤命を守る訓練

10 火 ①②③進級テスト④合唱練習⑤対面式

11 水 ⑤部活動説明会 

12 木 ★時間割授業開始 ⑥議会・委員会

13 金 掃除分担者会 ☆PTA 専門委員会

14 土  

15 日  

「受験生としてふさわしい筆記用具」の準備をしましょう。コンパス機能や分度器機能がつい

ていない「直定規」でないと、「不正」とみなされます。コンパスを使った作図ができないと採点すらしても

らえない問題があります。アクセサリーなど華美な装飾がされている筆記用具も学習には不向きです。

生としてふさわしい筆記用具」の基本は「鉛筆（HB３～４本）or シャープペンシル・プラスチック消しゴム・

点セットです。日頃から使い慣れることも考慮に入れて、自分の筆記用具を見直し

《保護者の皆様へ》 
保護者の皆様の教育活動に対するご理解とご協力のおかげで，１年を終える事ができました。いよいよ

４月から３年生に進級します。来年度は一人一人が今年以上に力を伸ばし，希望の進路に進んでいける

ことを願っております。至らぬ点が多々あり，ご迷惑をおかけしたかと思いますが，１年間ありがとう

                                

時１５分には教室内にいられるように登校してきてください。

日の動き】 
年の教室に入る ※荷物をロッカーに入れない 

学級で朝の会・新学級発表 
机・いすの移動（新しい学級へ→指示または掲示に従って移動）

体育館へ移動（新学級の男女別出席番号順の２列で） 
着任式・始業式（担任発表）※校歌の指揮・伴奏と学年代表として

新しい担任の先生と一緒に新しい学級へ移動 
学級活動（学級開き・提出物の回収・新しい教科書の配付など）

着替え・移動 
 ※詳細は新しい担任の先生から連絡があります

移動・着替え 
生徒会執行部は入学式に参加するのでお弁当が必要です 

教科書の配布があります。通学カバンを準備してきて下さい。

学習の足跡・振り返りおよび裏表紙の振り返りの記入 保護者の方に一言を書いてもらった上で

   □体育館シューズ   □体操服   □学校で借りた本

□ビニール袋（強制ではありませんが，協力をお願いします） 
※自主学習ノートは，４月９日（月）に提出して下さい

４月の主な行事（予定） 
16 月  

17 火 全国学力学習状況調査

18 水  

19 木  

20 金 45 分授業 市教研

  １２：15 下校 21 土 授業参観・PTA 総会・

22 日  

23 月 振替休業日 

訓練 15：30 下校 24 火 ⑥生徒総会 

対面式 15：30 下校 25 水  

26 木 ⑥部活動会議 

委員会 27 金   

専門委員会 19：00～ 28 土  

29 日 昭和の日  

30 月 振替休日 

の準備をしましょう。コンパス機能や分度器機能がつい

ていない「直定規」でないと、「不正」とみなされます。コンパスを使った作図ができないと採点すらしても
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保護者の皆様の教育活動に対するご理解とご協力のおかげで，１年を終える事ができました。いよいよ

４月から３年生に進級します。来年度は一人一人が今年以上に力を伸ばし，希望の進路に進んでいける

ことを願っております。至らぬ点が多々あり，ご迷惑をおかけしたかと思いますが，１年間ありがとう

２年生職員一同 

登校してきてください。 

机・いすの移動（新しい学級へ→指示または掲示に従って移動） 

として話をする人あり 

学級活動（学級開き・提出物の回収・新しい教科書の配付など） 

※詳細は新しい担任の先生から連絡があります 

 

カバンを準備してきて下さい。 
保護者の方に一言を書いてもらった上で） 

□学校で借りた本 

日（月）に提出して下さい。 

全国学力学習状況調査(国･数･理) 

市教研   13：30 下校  

・懇談会  14：00 下校 


