
 

第２学年 学年だより                   

１学期

 梅雨らしい天気が続いていますが，

２年生になってから 3 ヶ月，運動会・

心身ともに一回りも二回りも成長してきました

ずは明日からの期末テストを頑張り，

校外学習

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go for the gold!

一番得たものは“絆”です。野外炊

力し，一からカレーを作りました。登山

く助けあい，山頂にたどり着くことができました

の学習で深まった“絆”を忘れずに今後

みたいです。           

 みなさんは，校外学習の目標を達成できましたか

作りでは，なかなか火がつかず苦労しました

全員が協力し合い，おいしいカレーを

た。校外学習で得たクラスの”絆“を生

も精一杯頑張りたいです。       

キャンプファイヤーの学級対抗では

を取ることができました。やっぱり５

スです！２日目の登山は部活よりもすごくつらかった

です。しかし，頂上に着くと景色も良

飛びました。大変だったけれど，登頂

いもよらぬ素晴らしいものでした。これからもクラス

一体となり，協力をし，残りの学校生活

います。            ５

                   平成２９

学期のまとめをしよう！ 

，日に日に気温が高くなり，本格的な夏がすぐそこまで

・校外学習といった大きな行事を経て，クラスメイトとの

してきました。そして，いよいよ１学期もまとめ

，夏休みまで落ち着いて学習や部活動に取り

校外学習を終えて…各クラス実行委員より

Go for the gold! 

野外炊さんでは班員と協

登山では男女関係な

くことができました。今回

今後の行事に取り組

 １組 宮澤菜乃香 

この３日間で今まで

域の方と関わることができました

は，「大丈夫？」と支え

ラス全員で山頂にたどり

た。３日間の成長を今後

きたいです。    

できましたか？カレー

しました。しかし，班員

おいしいカレーを作ることができまし

生かし，今後の行事で

      ３組 小野﨑誠一 

校外学習の目標は「Challenge

イヤーではスタンツなど

杯発揮し，特にファイヤー

動 を 与 え て く れ ま し た

｢Challenge｣していきます

 キャンプファイヤーでは

生懸命練習をし，準備してい

日は誰の心にも残る素晴

ーでした。私はこの経験

社会に出たときも“協力

とを忘れずに生活していきたいと

              

では，５組が団結賞

５組は最高なクラ

よりもすごくつらかった

良く疲れなど吹っ

登頂した達成感は思

これからもクラス

学校生活を送ろうと思

５組 澳津楓花 
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すぐそこまで来ています。

クラスメイトとの絆も深まり，

まとめの月となります。 ま

り組みましょう。 

 

より 

 

 

まで話したことのない人や地

わることができました。特に登山で

え合う姿が見られたり，ク

にたどり着くことができまし

今後の行事でも生かしてい

    ２組 榊原里美 

Challenge」。キャンプファ

スタンツなど練習してきた成果を精一

にファイヤーダンスではみんなに感

え て く れ ま し た 。 僕 も 今 後 の 行 事 で 

していきます。   ２組 櫻井隼 

では，どのクラスや係も一

していました。そして，当

素晴らしいキャンプファイヤ

経験を生かして，学校生活や

協力・助けあい・認める”こ

していきたいと思います。   

             ４組 竹本光希 



日 月 火 水 木 金 土
1
休業土曜日
市PTA球技大会
バレーボール
(東金アリーナ)
ソフトボール
(東金中学校)

2 3 4 5 6 7 8
集金日
朝の部活中止

集金日
救急救命法講習
5･6校時(２年)
三者面談希望表締切

学年評議会15:40 交通指導日(PTA合同)

朝の部活中止
部活動壮行会
5･6校時

休業土曜日
総合体育大会

[月1～５金６] [火1～４講習] [水1～６] [木1～６] [金1～４壮行会]

一般下校時刻※ 15:50 15:50 15:50 15:50 15:50

最終下校時刻 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15

9 10 11 12 13 14 15
総合体育大会 一斉下校14:45 全校評議会

15:40
全校常任委員会
15:40

学年常任委員会
15:40

漢字検定 休業土曜日
総合体育大会

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

一般下校時刻※ 14:45 15:50 15:50 15:50 15:40

最終下校時刻 14:45 18:15 18:15 18:15 18:15

16 17 18 19 20 21 22
総合体育大会 海の日 給食最終日

大掃除
終業式 夏季休業～ 休業土曜日

総合体育大会

　

　７月から体育の授業で水泳が始まります。バランスの良い身体をつくり，心肺機能を高めるために，水
泳は効果的です。けが等をしないように，準備をしっかりとして授業に臨んでほしいと思います。

[月1～５木６] [火1～４･６大掃除] [終業式1･2･学活３]

一般下校時刻※ - 15:50 15:15 11:15 -

最終下校時刻 - 18:15 18:15 16:15 -

23 24 25 26 27 28 29
総合体育大会総合体育大会 県総合体育大会 県総合体育大会 県総合体育大会 県総合体育大会

30 31
県総合体育大会 県総合体育大会

熱中症対策 三者面談のお知らせ
　梅雨があけると，一気に日差しが強くなり気温も上が
ります。近年では熱中症で倒れるニュースも多く目にし
ます。対策と対応を簡単にまとめましたので，御家庭で
も十分な御配慮をお願いします。
◆対策：①睡眠不足に気を付け，体調を整える。
　　　　②通気性の良い服装を心がける。
　　　　③こまめに水分補給をする。
◆「熱中症かな？」と思ったら
　　　　①涼しい場所に移動する。
　　　　②衣類をゆるめ身体を冷やす。
　　　　③水分と塩分を補給する。
　　　　④体調に異変を感じたらすぐに

　先日，7月末に行われる三者面談の案内文
書をお配りしました。東金中学校では夏休み
に三者面談を実施し，１学期の学校での生活
の様子や学習の状況などについて保護者の皆
様とお子様，担任とで面談を行います。お忙
しい中ですが，よろしくお願いいたします。

集金のお知らせ
３日(月)４日(火)に給食費の集金があります。
集金額は5,000円，
場所は３階多目的室です。

三 者 面 談

　　　　④体調に異変を感じたらすぐに
　　　　　先生などに声をかける。 ３日(月)は，朝の部活動がありません。

よろしくお願いします。


