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１２月号
１２月４ 日～１ ０日が世 界人 権デーと されて おり、本 校では １２月 １９日 に全校で 人権

新年あけましておめでとうございます。時がたつのは早いもので、２年生になり９ヶ月が

学習に取 り組み ました。 ２年 生では、 この日 に向け歴 史的な 背景か ら学習 し、最終 的に

過ぎました。年末にはインフルエンザが流行し、全員そろわずに年を越してしまいましたが、

は、差別 をなく すため「 自分 はどうし ていく 」のかと 強く意 識でき た人権 学習にな りま

充 実 した 年 始 を迎 え る こと が で きま し た か。『 一 年の 計 は 元旦 に あり 』と いう こと わざ があ

した。

り ま す。「 何 事も 計 画 は早 め に しっ か り と立 て る べき だ 」 とい う 意味 です 。２ 年生 は残 すと
ころ３ヶ月となり、その間に学校行事もたくさんあります。そして４月からは最高学年へと
進級します。待ちに待った夜明けに歓喜の鳴き声をあげる酉（にわとり）のように、各自が
定めた目標を達成するその日に向けてしっかりと計画を立てて、着実に一歩一歩、歩みを進
めていきましょう。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

１ ２月６ 日にク ラス対 抗でスポ ーツ大 会が開催 され ました。 主に体 育の授業 で練習し

１２月 ８日に 次期校友 会本 部役員を 決める ため、立 会演説 会が行 われま した。学 校を

てき たバド ミント ンを、 ダブルス 形式で 行ないま した 。男女２ つずつ の４リー グに分か

より良く するた めの熱い 思い を持った 立候補 者が推薦 者とと もに立 派な演 説をする こと

れ各 クラス の選手 がどの コートで も活躍 していま した 。得点を したと きにはコ ート中央

ができま した。 また、有 権生 徒は自ら の一票 に今後の 楽しい 学校生 活を期 待し、責 任を

でハ イタッ チをし たり、 ミスして も優し く「ドン マイ 」と声を かけ、 コート外 からは自

持って投じました。

分の クラス を応援 する姿 が体育館 全体で みられま した 。得手不 得手が あるスポ ーツです
が、 誰もが 一生懸 命にシ ャトルを 追いか け、その プレ ーを応援 するク ラスメイ トの姿か
ら、 クラス 一丸と なって 取り組ん でいる 様子が伝 わっ てきまし た。今 のクラス での生活
も残 すとこ ろ３ヶ 月とな りました 。１月 には百人 一首 大会、２ 月には スキー研 修があり
ます 。クラ スそし て学年 全体がよ り一層 まとまり 、充 実した２ 年生の 締めくく りを迎え
られるようにしましょう。
≪総合優勝≫２年Ｂ組
≪青リーグ優勝≫２年Ａ組

≪赤リーグ優勝≫２年Ａ組

≪緑リーグ優勝≫２年Ｂ組
１２月 ２１日 に漢字テ スト が行われ ました 。出題範 囲が３ 級にな り、漢 字の難易 度が
高くなり ました 。覚える こと が困難に なった 部分があ ります 。今後 朝スタ のように 自身
の考えや 意見を 述べる際 には 語彙力が 必要と なってき ます。 漢字を 書ける ようにす るの
と同時に 、熟語 の意味を 調べ 覚えてい くとい いでしょ う。漢 字テス トは残 すところ あと
１回とな りまし た。しか し第 ６回はス キー研 修直後で す。早 めから 計画的 に取り組 みま
しょう。

今後、 スキー 研修に向 けて 本格始動 してい きます。 なるべ く早め に必要 なものは 連絡
いたします。インフルエンザ等の予防のため、マスク着用にご協力ください。

