行 事 の予定
修学 旅行は実 行委 員が中 心に動

きます 。修 学 旅 行の目的を達 成す

みんなが成 長し、一生の思い出に残る修 学旅行

三月 に実 行委 員 がどんな修 学 旅

行にしたいかを話し合いました。

るために、実 行委 員 から 「
４つの約

いつも学校 の「
顔」
になることを自覚し、

束」の提案があります。

① ５分前 行動をする

d当日の集合時間は6:30です。当日欠席は，６:００～６:２０，学校へ

スローガンは、「
未来 の宝を 手に入

れ る ～沖 縄 の地 を 踏 ん で平和 と命

の大 切 さ を 知 る ・
仲 間 と友 情 を 深

め、大切な時 間を 過ごす」です。

c前日は早めに寝て，万全の体調で参加できるようにお願いします。

仲 間と行動する。

b出発当日は，早い時間の朝食ですが，必ず食べて登校させてください。

② 自信 と誇りをもつ

容に必ず目を通してください。

まず 、平 和のために自 分たち ので

a本日「しおり」を配布しましたので，「実施要項」や準備物など，内

④ 見通しを持っ
て行動する

修学旅行についていくつかのお知らせとお願いがあります。

③ 目で話を聴き、反応する

修学旅行についてお願い（確認）

きることを学ぼう 、より 深く 本 当の

平 和とは何 かを考 えよう という こと

です。

そして、旅 行中 は、金 中 生 の自覚

をもち 、礼儀 正しく 振る舞 い、仲間

中で、自 分たち にとって宝となる思い

と友情を 深め、大 切な時 間を過ごす

出をつくろうということです。

修 学 旅 行では、民泊 の家 族の人、

ホテルの人、バスの運 転 手 さん、ガイ

ドさん、見学先で出会う 一般 の人な

でハキハキと気 持ち よいあいさつをし、

ど、たくさんの人と出会います。笑顔

お 世 話 になる民泊 家 庭 でも 気 持

ちよく 振る舞い交流しましょう。

先 生 任せにす るのではなく 、積 極

的に声を出して、

自 分 たち で進 ん

で行動することを

期待 しています 。

ご連絡をお願いします。

h薬は必要に応じて各自で用意してください。（酔い止め薬など）
iこづかい（３日目の活動･昼食費を含む)は１００００円以内です。あく
までも教育旅行なので，超える金額は持たせないようにお願いします。
j12日夜21:50ごろ帰校後，学校にお迎えをお願いします。
k都合によって不参加となった場合は，キャンセル料が発生します。
できるだけ早く，担任に連絡ください。

三年生 の学 年 目標は、

徹底してご指導ください。

「
きっち り決心できる～
目標を決め、ともに実行する。
」

特に携帯電話・スマートフォン，ゲーム機等の携行禁止については，

① 将来 の自 分 のイメージをもち、その実 現

g持ち物は，「しおり」を見てチェックしてください。不要物・禁止品，

のために自 分で決める。

てください。

主体的 に進路を決定し、志 望高校 の「
期

f旅行カバンは，スーツケースでもかまいませんが，新たな購入は避け

① 最高学 年としての自信とプライドをもち、

③

ますが，半袖Tシャツにひざが出ないズボン・スカートが適当です。

l配布の「麻しん(はしか)流行に関するお知らせ」をお読みください。

家庭 訪 問 お世 話になりました

先 週 ・今 週と、 お忙 し いと ころ、

家 庭訪問をさ せ て いただきま した。

ありがとうござ いました。お話を

聞かせていただ いたことを今後に

生かし、生徒 の支援をしていきま

す。今後ともご理解とご協力をよ

ろしくお願いします。

５月１日(火)は３年生最初の参
観日です。何かとお忙しいとは存
じますが，是非ともご出席くださ
いまして，３年生となった生徒た
ちの様子をご参観いただければと

金浦中学校 三年生

m配布の「修学旅行前の健康調査」の提出をお願いします。（２６日〆切り）

紡

思います。

つむぐ

授業参観 13:40～14:30(各教室)
学級
授業
担当

３Ａ
道徳
松本

３Ｂ
道徳
水田

新生3A 新生3B
自立
理科
馬越･仁科 山本

ＰＴＡ総会 14:45～15:45(体育館）
部活動懇談 14:55～16:40 (各教室)

学年だより「紡」
・旧グラウンドにご駐車ください。
・上履きをご用意ください。

２０１８年
４月２４日(火)
５月号
第 ３０ 号

学 年 目標 が決 まり ま した

e出発時の服装は，夏用制服です。民泊家庭とホテル内では私服になり
待される生徒像 」
にかなうよう努力する。

４月２４日（火） (清掃･部活なし)
４月２５日（水） (部活あり) 尿検査
４月２６日（木） 尿検査 朝:読み聞かせ
４月２７日（金） ⑥
４月２８日（土）
４月２９日（日） 昭和の日
４月３０日（月） 振替休業日
５月 １日（火） ⑤参観・ＰＴＡ総会・部活動懇談
５月 ２日（水） 交通指導(保) 午前中授業
５月 ３日（木） 憲法記念日
５月 ４日（金） みどりの日
５月 ５日（土） こどもの日
井原市招待ソフトテニス大会
５月 ６日（日）
５月 ７日（月） 放:評議委員会
５月 ８日（火） ⑥学：議案検討
５月 ９日（水） ⑤事前指導（放:部活なし）
５月１０日（木） 沖縄修学旅行
５月１１日（金） 沖縄修学旅行
５月１２日（土） 沖縄修学旅行
５月１３日（日）
５月１４日（月） 振替休業日（３年のみ）
５月１５日（火）
５月１６日（水）
５月１７日（木） 集金日 福山研修(１年)
５月１８日（金） 福山研修(１年) 広島研修(２年)
５月１９日（土） 広島研修(２年)
５月２０日（日）
５月２１日（月） (2年振替休業日) テスト発表
５月２２日（火） 放:委員会
５月２３日（水） 眼科検診13:30
５月２４日（木） 耳鼻科検診(対象者) 資源回収
５月２５日（金） 資源回収
５月２６日（土）
５月２７日（日）
５月２８日（月） 中間テスト（１日目）給食なし
５月２９日（火） 中間テスト（２日目） 避難訓練
５月３０日（水）
５月３１日（木） 放：生徒総会リハ
６月 １日（金） ⑤⑥生徒総会
６月 ２日（土）
６月 ３日（日）
６月 ４日（月）
６月 ５日（火）
６月 ６日（水） 生徒集会
６月 ７日（木） (3年)復習テスト 検尿2次
６月 ８日（金） 教育相談スタート
６月 ９日（土）
６月１0日（日）

