
第４９期生
来週の予定

１２日（月）Ａ １３日（火）Ａ １４日（水）Ａ １５日（木）Ａ １６日（金）Ａ

１ Ａ組 学活 Ａ組 音楽 Ａ組 英語 Ａ組 英語 Ａ組 英語
校 Ｂ組 〃 Ｂ組 〃 Ｂ組 〃
時 Ｂ組 学活 Ｂ組 社会

２ 個人写真撮影 Ａ組 国語 Ａ組 社会 Ａ組 社会 Ａ組 社会
校
時 Ｂ組 音楽 Ｂ組 国語 Ｂ組 音楽 Ｂ組 国語

３ 身体計測 Ａ組 体育 Ａ組 理科 Ａ組 理科 Ａ組 国語
校 服装 Ｂ組 〃
時 トレパン Ｂ組 数学 Ｂ組 国語 Ｂ組 数学
トレシャツ

４ ハーフパンツ Ａ組 社会 Ａ組 技術 Ａ組 数学 Ａ組 数学
校 白Ｔシャツ
時 Ｂ組 数学 Ｂ組 社会 Ｂ組 理科 Ｂ組 理科

５ 学活 Ａ組 道徳 Ａ組 体育 Ａ組 国語 Ａ組 体育
校 学級役員 Ｂ組 〃 Ｂ組 〃
時 専門委員会決定 Ｂ組 道徳 Ｂ組 数学

６ Ａ組 技術
校
時 Ｂ組 社会

そ ※１５日（木）部活動入部希望の締め切り
の ※１６日（金）放課後、部活動発足の会
他 ※部活動は教育活動の一環として行われています。自分の意思を確認し、３年間継

続するつもりで、入部届を出して頂くようお願いします。

来 ２０日（月）ＰＴＡ総会（午前）、ＰＴＡ学年懇談（午前）
週 ２２日（木）認証式 専門委員会①
２３日（金）職員会議

新入生歓迎会で先輩から協中の生活を教えて
頂きました。
７日（水）５・６時

間目に「新入生歓迎会」
が行われました。１日
の生活の様子に専門委
員会の仕事を組み込み
ながら、生徒会の毎日
の仕事の様子を教えて頂きました。また、１年生へのエールも頂きました。そして、部活
動紹介では各部の紹介をして頂きました。最後には、Ａ組山谷壮人さん、Ｂ組加藤海惺さ
んが感想を発表してくれました。どちらも自ら進んで発表しました。まさに chance を得て
challenge してもらいました。この様な経験を経て少しずつ change していくものだと思いま
す。そして、終わり際に「ちょっと待ったー」という小松泰智さんのかけ声で、進藤健太
さん、沓澤大和さん、が前に出て、「今日はありがとうございました。」と音頭をとり、
全員で先輩たちに「ありがとうございました。」と感謝の気持ちを伝えられました。先輩
たちの「自ら進んで」という精神がもう注入されました。
専門委員会は１２日（月）５・６校時に決めます。各委員会の募集人数が決まっていま

す。できれば第３希望ぐらいまで考えてもらえればいいかと思います。
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一人二役、学級の係は次のように決まりました
係名 担当の先生 Ａ組 Ｂ組

国語教科連絡 佐々木優梨 進藤 心花 進藤 茉奈
山谷 南紗 辻 実弘

数学教科連絡 三浦誠 山谷 壮人 加藤 海惺
井上 悠人 武田 陽友

英語教科連絡 菊地裕之 鈴木 杏那 小松 泰智
三浦 陽人 進藤 翔愛

理科教科連絡 髙橋道幸 髙嶋唯瑚依 畠山 未来
小田嶋怜良 三浦 梨心

社会教科連絡 阿部直哉 後藤優衣 小倉見優月
桂田 結衣 栗山 知也

保健体育連絡 後松静香 進藤 健太 斉藤 愛莉
斉藤 志夢 柳原 菜佑

道徳、学活、 学級担任 豊嶋 領仁 加藤 瑞稀
総合 もしくは学年の先生 鈴木 滉太 茂木 海桜

茂木 道昭

音楽、美術、 音：神戸博 武藤陽菜乃 沓澤 大和
技・家教科連絡 美：田中真二朗 畠山 和輝 豊嶋 駿仁

技：須佐保 桜田 妃依 武藤 秀飛
家：竹村智子

掲示 桂田 結衣 畠山 未来
豊嶋 領仁 茂木 海桜

柳原 菜佑
学年、学級の先生

自分ログ 畠山 和輝 栗山 知也
後藤優衣 進藤 翔愛

家庭学習 鈴木 滉太 小倉見優月
山谷 壮人 加藤 海惺

盛り上げ隊 茂木 道昭 沓澤 大和
進藤 心花 武田 陽友
進藤 健太
斉藤 志夢

集配 三浦 陽人 斉藤 愛莉
髙嶋唯瑚依 辻 実弘

連絡黒板 井上 悠人 加藤 瑞稀
桜田 妃依 進藤 茉奈

三浦 梨心

学級デコ 小田嶋怜良 小松 泰智
武藤陽菜乃 豊嶋 駿仁
山谷 南紗 武藤 秀飛
鈴木 杏那

※教科連絡係は、前日の昼休みまで、授業の内容と準備wするものを聞き帰りの会で連絡をし
ます。また、授業の準備や片付け等も手伝ったりします。担当の先生の「助手」になるように
頑張って欲しいです。

※美術の田中先生と家庭科の竹村先生は西仙北中学校から来ますので、授業が終わったら
次回の授業の連絡を必ず聞きます。


