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☆学校の中心学年としての自覚

音楽 理科 美術 学活

－

－

○

４ 火 テスト２日目 三者面談 数学 体育 英語 学活

－

－

○

み なさ んは ，今 後，３ 年生 から「津田 中のバトン 」を受け
継い でい きま す。 学校行 事や 生徒会活動 ，部活動な ど。つま
り， みな さん が中 心とな って 学校を動か していく立 場になり
ます 。み なさ んの 行動や 発言 が「津田中 学校」とし て判断さ
れた り， 評価 され たりす るこ とがあるか もしれませ ん。時に
は重 荷に 感じ たり ，プレ ッシ ャーを感じ るかもしれ ません。
来年 の今 ごろ ，一 回りも 二回 りも人間的 に成長して ，後輩た
ちにバトンが渡せるようにしましょう。
保 護者 のみ なさ ま，３ 日か ら７日まで の三者面談 よろしく
お願い致します。

５ 水 テスト３日目 三者面談 技家 社会 国語 学活

－

－

○

☆人権意見発表会の感想

６ 木 歯科検診

木① 木② 木③ 木④

－

－

７ 月３ 日（ 金） に人権 意見 発表会を行 いました。 ４人の代
○ 表者と生徒の感想を紹介します。

集会 金① 金② 金③

－

－

授業日数１５日
１ 土

×

２ 日

×

３ 月

１学期末テスト 1 日目

７ 金 集会

三者面談

三者面談

三者面談

８ 土
９ 日
１０ 月 山の日
１１ 火 夏季休業日
１２ 水 学校閉庁日
１３ 木 学校閉庁日
１４ 金 学校閉庁日

× ○い じめ られ てい る人が いた ら，見て見 ぬふりをせ ず，声を
か けて 相談 にの ってあ げた い。今日の 発表を聞い て自分と
×
はちがう考えをもっていたので，参考にしたいです。

１５ 土 学校閉庁日
１６ 日
１７ 月

登校日（４５分日課）２８日まで

１８ 火

○ １組 浦
和花さん「インターネットの人権について」
２組 松本 羚愛さん「いじめ」
× ３組 丸山 愛美香さん 「新型コロナウイルスから気付いたこと」
４組 片岡 瑞稀さん「違うことは当たり前という意識」
×
○コ ロナ ウイ ルス につい ては ，マイナス のことばか り考えて
×
い たけ ど， プラ スのこ とが あることに 今日の発表 を聞いて
初めて気付くことができました。
×
○自 分の 心の 弱さ を強く して いくために ，人の気持 ちを考え
×
た り， 思い やっ たりし てい きたい。私 一人で変え ることは
難 しい から ，手 を取り 合っ ていけるよ うな仲間と 協力して
×
いきたいです。

× ○私 が一 番心 に残 ったの は， マイナスの 考え方で「 ○○かも
し れな い」 とい う思い 込み をしないと いうことで す。これ
月① 月② 月③ 月④ 月⑤ 月⑥ ○
からはプラスの考え方で生活していきたいです。

１９ 水

火① 火② 火③ 火④ 火⑤ 火⑥ ○ ○私 はス マー トフ ォンを 持っ ているので ，インター ネットを
利 用す るこ とが 多くあ りま す。改めて インターネ ットを利
水① 水② 水③ 水④ 水⑤ 水② ○
用する際は自分の発言などに注意して使っていきたいです。

２０ 木

木① 木② 木③ 道徳 木⑤

－

○

☆「１０００のさけび」の感想

２６ 水 木曜日課

○僕 がこ のビ デオ を見て 思っ たことは， いじめてい る人が軽
く 言っ てい る言 葉はい じめ られている 人のとって ，死を考
え るほ ど重 たい 言葉だ な、 と思いまし た。いじめ は何年た
×
っ ても 心か ら消 えない とい うことをこ のビデオを 見て知り
ました。
×
○私 も実 際に いじ められ たこ とがありま す。だから 今日読ま
月① 月② 月③ 月④ 月⑤ 月⑥ ○
れ た手 紙を 書い ている 人の 気持ちがと てもよくわ かりまし
た 。途 中涙 が出 そうに なり ました。私 がいじめら れている
水① 水② 水③ 水④ 水⑤ 学活 ○
時 は「 私が 生き ている 意味 は何なのか ？」と考え ました。
私と同じように考えている人がいたら助けたいです。
木① 木② 木③ 道徳 木⑤ － ○

２７ 木 金曜日課

金① 金② 金③ 金④ 総合 総合 ○

２８ 金 １学期終業式

金① 金② 学活

２１ 金
２２ 土
２３ 日
２４ 月
２５ 火 水曜日課

金① 金② 金③ 金④ 水② 水④ ○

☆豊かな心を育む
終業式

－

－

○

２９ 土

×

３０ 日

×

３１ 月 夏季休業日

×

【９月の行事予定】
１日（火）①２学期始業式②学活③数学テ④社会テ⑤英語テ
２日（水）①理科テ②国語テ③水３④水４⑤水５⑥学活
３日（木）各部委員会
９日（水）⑥任命式
１５日（火）職員会（部活動中止）
３０日（水）⑥修学旅行説明会

「地獄」と「天国」の話

地獄と 天国を見 てきた人の 話です。こ こはちょう ど昼時の
「地 獄」 です 。そ の様子 とは スプーンと フォークを もってご
ちそうを食べようとするのですが，食べることができません。
なぜ なら スプ ーン とフォ ーク があまりに も長すぎて 自分の口
まで 届か ない から です。 せっ かくスプー ンですくっ ても，と
なり の人 にぶ つか ってこ ぼし ただの，フ ォークの柄 がつきだ
して 食べ られ ない だの文 句を いうばかり でけんかや 争いが絶
えま せん 。次 に「 天国」 の様 子はという と，地獄と 同じよう
にス プー ンと フォ ークを もっ てごはんを 食べようと するので
すが ，地 獄と 違う 所は， ごち そうをお互 いに食べさ せあって
いる所です。長いスプーンとフォークをもって相手の口へ「ど
うぞ， お先に食べ てください。」「ありがとう。では次に私が
あな たの 口に 」と 全員が おい しそうに食 べているの です。こ
れが幸せということをかみしめながら・・・
こ の話 は「 自分 さえよ けれ ばいい，他 人はどうな ってもい
い」 とい う心 と「 相手を 思い やり，相手 から思いや られ，感
謝す る」 とい う心 のどち らが 幸せか。と いうことを 教えてく
れています。これからも天国気分で学校生活や人生を送って
いきたいですね。

