
 

第２学年 学年だより                   

色々

 秋晴れの爽やかさが心地よく感じられる

すい季節です。そのような季節にふさわしく

コンクールなど，いろいろと大きな行事

ます。今年度も折り返し地点を過ぎ，２

人が考えて行動し，みんなでよりよい学校

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go for the gold!

生徒会役員選挙
１０月１７日に生徒会役員選挙が

行われます。2 年生からは，会長１

名・副会長１名・総務２名が選出され

ます。立候補者も決まり，３日からは

選挙運動が開始されます。立候補者以

外の生徒も選挙活動に積極的に参加

しましょう。そして，東金中学校を引

っ張っていく代表をみんなの力で選

びましょう。 

１０月３１日（火）に東金文化会館

です。今回は各クラスの実行委員と指揮者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス 指揮者♪ 

１組 田代 萌・宮澤菜乃香 

２組 内山のん・鈴木茉凜 

３組 仲宗根亜美・庄司ゆめ 

４組 實方るい・仲間琉花 

５組 佐藤朱夏・佐藤まりん 

1 組 実行委員 秋葉美月・永井敦也

 クラスで歌が得意な人も苦手な人

ことのできる合唱コンクールにしたいと

３組 実行委員 桒田真帆・小野崎誠一

 クラス全員が一致団結をして，最優秀賞

練習を惜しまず，一生懸命頑張りたいと

５組 実行委員 岩澤正悟・澳津楓花

 帰りの会の練習では必ず目標を立ててから

善点を次に活かしています。本番では

を一つに最後まで歌い上げたいと思います

                   平成２９

色々なことに挑戦の秋 

じられる季節がやってきました。秋は過ごしやすく

にふさわしく，１０月は部活動の新人戦や生徒会役員選挙

行事が予定されています。それぞれに目標をもって

２年生も東金中学校を動かしていくリーダーとなってい

学校を作っていきましょう。 

 

 

Go for the gold! 
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中間テスト

１０月１２日(木)に技術・家庭科，１３日(金

が行われます。学習計画を立てて，目標を

ましょう。 

合唱コンクール♪ 

東金文化会館にて合唱コンクールが行われます。２年生の

指揮者，伴奏者を紹介します。 

♬伴奏者  自由曲

武藤桃果・坂谷 凜 地球の

鈴木優心・小倉彩実楓 未来

小澤智咲・瀬川愛彩 証

吉野結奈・川村友理菜 虹

小関乃愛・澳津楓花 時の旅人

永井敦也 

人も一緒に協力し合う

コンクールにしたいと思います。 

２組 実行委員 小倉彩実楓

 何十年後もそれぞれの

クールにしたいです。

やパートリーダーが中心

生懸命練習できる環境

います。 

小野崎誠一 

優秀賞をとれるように

りたいと思います。 

４組 実行委員 大和久美空

 今までの練習の成果

とりたいです。本番に

協力して頑張っていこうと

澳津楓花 

ててから取り組み，改

ではクラスのみんなと心

います。 

集金のお知らせ 

○給食費(10 月分)5.000 円 

10/２（月）３（火）が集金日

になります。 

〇移行期間

9/25（

※10/1

２９年 9 月２７日 発行 

１０月号 

ごしやすく，様々なことに挑戦しや

生徒会役員選挙，中間テスト，合唱

もって参加してほしいと思い

となっていきます。一人一

テスト 

金)に５教科の中間テスト

を達成できるように頑張り

の課題曲は「明日に渡れ」

自由曲♫  演奏順 

の鼓動 ３組 

未来へ ５組 

証 １組 

虹 ２組 

旅人 ４組 

小倉彩実楓・積田大輝 

もそれぞれの記憶に残る合唱コン

。そのためにも，実行委員

中心となり，学級全員が一

環境を作っていきたいと思

大和久美空・石川海斗 

成果を発揮して，優秀賞を

に向けて，クラス全員で

っていこうと思います。 

衣替え 

〇移行期間 

（月）～10/13（金） 

/1６（月）完全実施です。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
秋季大会 集金日

(朝部活動なし)
集金日
(朝部活動あり)
生徒会役員選挙
運動開始

東金市教職員研修会
給食終了後
 一斉下校　13:40
※2－3(男)は５校時
体育の授業のため
15:00に下校しま
す。

英語検定
PUTなし

休業土曜日
秋季大会

[月1～5 木3] [火1～6] [水1～6] [木2～5] [金1～6]

一般下校時刻※ 15:50 16:20 15:50 - 15:40

最終下校時刻 17:15 17:15 17:15 13:40 17:15

8 9 10 11 12 13 14
秋季大会 体育の日 テスト３日前部活

動中止(～13日の
朝練まで)

ＳＤＴタイム
15:35～16:25

⑥中間テスト
　　　　【技家】
ＳＤＴタイム
15:35～16:25

中間テスト
①国語
②数学
③英語
④理科
⑤社会

休業土曜日

[月1～5 木4] [火1～6] [木１～5⑥テスト] [テスト1～5木6]

一般下校時刻※ - 15:40 15:40 16:10

最終下校時刻 16:20 16:40 16:40 17:15

15 16 17 18 19 20 21
生徒会役員選挙立ち
合い演説リハーサル
　　　　　(放課後)
合唱強化週間
　　　(ＰＵＴなし)

⑤⑥生徒会役員
選挙立合演説
会・投票

朝の読書なし
①千葉県英語の学力
状況調査

漢字検定 15:30 休業土曜日

1０月の行事予定（2年生）

　　　(ＰＵＴなし)

[月1～5 金5] [火1～4投票⑤⑥] [水1～6] [木６・１～5] [金1～4月5金6]

一般下校時刻※ 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

最終下校時刻 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

22 23 24 25 26 27 28
任命式

13:55～14:25

※日直清掃
一斉下校 15:05

⑤⑥合唱コンクー
ルリハーサル

休業土曜日

[月1～5] [火１～６] [水1～6] [金1～6] [木1～6]

一般下校時刻※ - 16:00 16:00 16:00 16:15

最終下校時刻 15:05 17:00 17:00 17:00 17:00

29 30 31
⑥合唱コンクール
に向けて学年集会

合唱コンクール
東金文化会館
現地集合   8:40
現地解散 15:30

[月1～5木6]

一般下校時刻※ 16:00 -

最終下校時刻 17:00 15:30

15日（水）～17日（金）職場体験学習
  3日（金）文化の日 23日（木）勤労感謝の日
  9日（木）交通指導日 27日（月）期末テスト1日目
11日（土）フリー参観・ＰＴＡバザー 28日（火）期末テスト２日目

　１１月の主な行事予定
　　5月08日（月）

 1日（水）
シエナ・ウィンドオーケストラ演奏鑑賞会
東金文化会館１４：００（開演）

13日（月）振替休業日


