行 事 の予 定
（12月以降は次号を確認ください）

十 月 の文 化祭 は、 のび のび

受験校を決定 します。将来 の

の週は保護者と の三者懇談 で

り し、 授業 では、教科書を 開

ます。髪 の毛、 服装をす っき

こ の時 期、 それ は姿 に現れ

次 に つながる進路を決 める秋

と 三年生 ら しい発表 でした。

自分を描き、 今 の自分を 見 つ

十 一月はほんと うに大切な 一ヶ月にな る！

十 月には、高校 の先生を招

き、学 習に集中 します。

担任と の進路相談 では、「
今

め、志 願理由を書く、 面接練

変化と成長が 見え てくる十 一月

の自分 」は思 っているよりま

き、 「
ズ バ リ ！ 入試 の面接 で

そして、半年後、三ヶ月後、

だまだだ と いう こと に気づ く

変 化 し成長する しかな い十 一月

一ヶ月後を意識 した生活をす

人が いるは ず です 。 「こ のま

習 で受験 モードにな ります。

るようになります。自分か ら

ま じ ゃいけな い」と決意をす

は ココを 見る！」と いう話を

求め て問題を解く人、進 ん で

る人も います。今 こそ、納得

聴きま した。進路決定や 面接

グ ッと受験 モード になる十 一月

質 問す る人、 休憩時 間 の過ご

のいく自分 の進 路 のため に変

に つい て学 習 し、 「中 間 テ ス

中 間 テスト後 は、放 課後 に

し方が 変わ る人 …変化と成 長

化と成 長 の十 一月にしよう。

ト は 今 ま で 以 上 にが ん ば っ

教育相談 ・進路相談、 十 一月

が 見えるようになります。

た」と言う人も います。

六 日には復 習 テスト、 そ の次

いきいきオープンスクール
１１月１日(木)～２日(金) ９：００～１６：４５

授業や給食・清掃、部活動などの生
徒の普段のようすを見てください。
いつでも都合のよいときにご参観ください。

11月は進路決定に向けて
●進路説明会１１月７日(水)１３：２０～１５：００ （体育館）

お子さんと並び、資料を確認しながら、進路決定までのスケジュ
ール、出願手続きなどについての説明をさせていただきます。
大切な会になりますので、ご理解の上ぜひご出席ください。
・上履き・筆記用具をご持参ください。
・駐車は北側の旧グラウンドにお願いします。
●進路懇談（三者） （少人数教室）
１１月１２日(月)～１５日(木)・１９日（月）１４：００～１６：４０

本人・保護者・担任で情報を共有し合い
受験校をほぼ決定します。決定が難しい時は、12月の個人懇談
を行います。防寒の準備と上履きをご持参ください。
●PTA人権教育研修会 １２月８日(土)１４：００～

■進路関連の文書は期限厳守
１１月７日の進路説明会では、進路
決定の道すじとその手続きについて、
お願いしたいことなどをご説明させて
いただきます。１１月１２日（月）から進
路懇談がありますが、その段階では受
験校をほぼ決定します。担任とよく連
絡を取りあってください。
進路関連の文書は最重要です。進
路事務に混乱と支障が出ますので、
提出等の期限は厳守でお願いします。
締切りのあるものは、その後の提出は
受付できません。

■受験用の写真を撮ります
１１月１２日（月）・１３日（火）の２日
間で受験用の写真を撮影する予定で
す。入学願書に貼付するための写真
ですので、「中学生らしい好感がもてる
頭髪と服装」で撮影できるよう保護者
の責任でご指導をお願いします。
（頭髪などは中学校の規定に沿うもの
であり、まゆは自然なものです。）
金浦中学校 三年生

１０月３１日（水） 放:部活なし
１１月 １日（木） 最終下校17:00 教育相談週間～
いきいきオープンスクール 生徒会役員認証式
１１月 ２日（金） いきいきオープンスクール
朝:交通指導(保) 放:漢字検定
１１月 ３日（土） 文化の日 □倉敷翠松OS
□金光学園模擬テスト □龍谷OS
１１月 ４日（日） 県秋季総合体育大会～５日
１１月 ５日（月） 振替休業日(12月8日分）
１１月 ６日（火） 第３回復習テスト
１１月 ７日（水） 進路説明会13:20～
放:後期第1回委員会
１１月 ８日（木） 朝:交通指導(職)
１１月 ９日（金）
１１月１０日（土） 笠岡市児童生徒音楽発表会
□おかやま山陽チャレンシﾞ模試 □山陽女子OS
□金光学園入試説明相談会
１１月１１日（日）
１１月１２日（月） 進路懇談(3年)14:00～16:40
出願用個人写真撮影
１１月１３日（火） いきいきC体験(2年)・進路懇談(3年)
出願用個人写真撮影
１１月１４日（水） いきいきC体験(2年)・進路懇談(3年)
１１月１５日（木） いきいきC体験(２年)・進路懇談(３年)
１１月１６日（金） いきいきC体験(２年)
１１月１７日（土） □関西OS □倉敷OS
１１月１８日（日） □明誠OS □高梁日新OS
１１月１９日（金） 集金日 進路懇談(３年)
１１月２０日（火）
１１月２１日（水） 期末テスト発表
１１月２２日（木） 朝:交通指導(保)
１１月２３日（月） 勤労感謝の日 □おかやま山陽OS
□興譲館OS □作陽OS
１１月２４日（土） □龍谷土曜講座（国） □学芸館OS
１１月２５日（日）
１１月２６日（月）
１１月２７日（火）
１１月２８日（水） 期末テスト
１１月２９日（木） 期末テスト
１１月３０日（金） 期末テスト
１２月 １日（土） □龍谷土曜講座（英）
１２月 ２日（日）
１２月 ３日（月） 放：生徒集会
１２月 ４日（火） 新生学級校外学習
１２月 ５日（水） 朝:交通指導(保） 委員会 PTA四役会
１２月 ６日（木） 資源回収
１２月 ７日（金） 資源回収
１２月 ８日（土） ＰＴＡ人権教育研修会
１２月 ９日（日） 笠岡市人権週間の集い □明誠OS
１２月１０日（月） 朝:交通指導(職)
１２月１１日（火）
１２月１２日（水）
１２月１３日（木） 生徒集会
１２月１４日（金） 学期末懇談 14:00～16:40
１２月１５日（土） □龍谷土曜講座（数）
１２月１６日（日） カブトガニ駅伝
１２月１７日（月） 学期末懇談 14:00～16:40
１２月１８日（火） 学期末懇談 14:00～16:40
１２月１９日（水） 学年末懇談 14:00～16:40
１２月２０日（木） 朝:交通指導(保)
学年末懇談 14:00～16:40
１２月２１日（金） 朝:交通指導(職) 大掃除 終業式
１２月２２日（土）
１２月２３日（日） 天皇誕生日

紡
つむぐ

学年だより「紡」
２０１８年
１０月３１日(水)
第 ３６ 号 １１月号

