よろしくお願いします ！
～ 中堅学年へ進級して 一組。二組編

になれるように日々の
生活や勉強を頑張りた

まったけれど、僕は２

学期がほぼ終わってし

響で休校が長引き、１

コロナウイルスの影

ることを心がけたいで

しっ かりと マス ターす

のチャレンジや基本を

なので、新しいことへ

部活動では、２年目

い と思 い ます 。

学期・３学期で提出物
す。

そう と思っ てい ます。

時間と授業準備の時間

学校生活では、休み

それから友達との付

行
事
平常時程､午前授業､放送朝礼
１校時：学活式
２校時：クラス写真撮影
３校時；学活
４校時：１組理科 ２組音楽
３組社会 ４組国語
14:00 ～ 部長会
１６ 火 平常時程 午前授業
１校時：１組英語 ２組理科
３組数学 ４組音楽
２校時：１組数学 ２組英語
３組音楽 ４組国語
３校時：１組理科 ２組社会
３組英語 ４組数学
４校時：１組音楽 ２組数学
３組国語 ４組英語
14:00 ～ 部活動再開
１７ 水 特別時程 午前授業
１～４校時；時間割通り
１８ 木 平常時程 午前授業
１～４校時；時間割通り
１９ 金 特別時程 午前授業
１～４校時；時間割通り
※ 今週の部活動は、２・３年生のみの活動
14:00 開始、15;15 完全下校です。また、
早朝練習、土日の活動はありません。
曜
月

進級して
直したいこと
１組 生徒１

を今年こそしっかり出

臨時休校中に課題を前

憩するようにしたいで

のメリハリをしっかり

取り組もうと思いまし

す。また２０分休憩で

半さぼっていて、後半

た。その他にも苦手だ

は、授業が始まる５分

つけ た いで す 。例 えば 、

った漢字をしっかりと

前には、準備を終わら

にとても時間がかかっ

予習をしてテストで８

せること、移動教室の

１０分休みは、次の授

割以上の点数を取りた

時には５分前行動がで

たため、後からつけが

いです。漢字の他にも

きるように心がけよう

業の準備をしてから休

苦手な社会の期末の点

と思 いま す 。
もできたので、お手本

き合いを大切にしたい

です。１年生の時は、

復習などをしっかりと

期休みの影響で、体育

るはずだったのに、長

ます 。コロ ナ の影 響 で 、

なっていきたいと思い

けて 、どん どん 仲良く

ため、６月までの長期

りま した。 外出 自粛の

４月から２年生とな

中堅学年に進級して
１組 生徒２

長期休みの間、外出自

３月 から６月ま での

ての学習をとっても楽

これ からの ２年 生とし

祭などの行事も中止に

約８０日学校が休みに

休みということで、正

粛なのでちょっとした

とが少なかったので、

なってしまい、授業の

直あまり２年生になっ

散歩は できても、 家族

なってしまいました。

ペースが早くなると思

た実感がわいていませ

と出かけにいったり、

しみ にし て いま す 。

とても悲しいですが、

うので 、それに追 いつ

ん。本当は４月から２

友達と遊びに行ったり

くさんの友達に話をか

けるように課題にしっ

年生として授業を受け

２年生では積極的にた

し よう と 思い ま す。

一斉登校、一斉授業再開です。午前中４時
間授業、給食、学活、清掃、下校となります。
生活のﾘｽﾞﾑを徐々に戻していきましょう。

自分から話をかけるこ

来週の予定:6月15日(月)～19日(金)

かり取り組み、予習や
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回ってくるなら早めに

を上げたいです。後輩
になれるような２年生
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することができませ
と思 って い ます 。

ら、頑張っていきたい
３年生になった時に全

です。まず僕は、中学

２組

先輩 になってみ て

たい と思 い ます 。

今までの１年生での
に決めました。中学１

国大会に出場すると心

して頑張りたいことが

僕は、２年生に進級

再開できていないの

す。今はまだ部活動が

三つめは、部活動で

のに残念でしたが、家
学習の復習や、２年生

生徒２

ん。せっかくの休みな
でできるスポーツ、家

日が 楽 しみ で す 。僕は 、

で、再開し活動できる

継続してパソコン部に

三 つあ りま す 。

一つ目は、先輩にな

年生の時は、入院や怪

るので、後輩に優しく

入部したいと思ってい

でのこれからの学習

な練習ができず、大会

したいと思います。な

ます。なぜなら昨年度

での手伝いもいつもよ
力を入れて頑張って成

には２回しか出ること

ぜなら中学校生活初め

我でなかなか思うよう

た。また、家にいるこ
績アップを目指してい

ができませんでした。

も、今までよりもっと

とが多くなったので、
きた いで す 。

りたくさんできまし

家族と会話も増え、悪

まず、家の中ででき

考え 始め ま した 。

のないものにしようと

校生 活の部 活動 を悔い

そのため、僕は、中学

まだ後輩には会えてい

校になっていたので、

のた め学校 が長 期間休

ナウイルスの感染防止

す。しかし、新型コロ

ての先輩になるからで

ンの操作に慣れること

って、少しずつパソコ

先輩などに教えてもら

安でしたが、同級生や

きるようになるのか不

ソコ ンが上 手く 操作で

入部した時、最初はパ

いことばかりではない

ることとして始めたの

ません。早く元の生活

ができ ました。そ して
通常通り始まっていま

二 つ目 は 、勉 強で す 。

ったです。今度は、僕

を達成できたのでよか

最後には、自分の目標

ロナが早くおさまると

ないのは辛いので、コ

が、やっぱり外出でき

なと 思いま した 。です

て楽しんで頑張りたい

は、筋トレです。これ

に戻って、後輩に会い

部活

いいなと思っていま

ことがあります。それ

は、毎 日すること に決

生徒１

す。

は、今入部している陸

めました。まだ学校は

２組

今は、２時間授業で

上部の活動です。今年
の３月 から、コロ ナウ

休校中は、自宅学習ば

僕は、２年生になっ

部活動もなく、後輩の

たいと思っています。

１年生ともまだ会えて

せんが、自分の中で目

じようにパソコン部に

イルスの影響で部活動

入ってきた後輩たちに

いません。部活が始ま

勉強するのかがとても

上手に教えたいと思い

が教えてもらったと同
努力できるようになり

気になります。早く新

ます。最初は、戸惑う

かりだったので、これ
休校になり、家にいて

まし た 。この 一 年間 は 、

しい内容を勉強したい

ことがあると思うけ

標ができたことは僕に

後輩との接し方など初

外に出られない時間が

目標に向かって精一杯

ど、少しずつ２年生の

の活動が中止になって

めて体験することがた

増えました。その自粛

頑 張り ま す。

と思っています。授業

ってからは、初めて後

くさんで、楽しみな気

期間中に僕は、色々な

で学んだ新しい内容を

生活に慣れたいと思い

とって楽しく前向きに

持ち もあり ます が、う

ことを考えました。そ

しっ かり復 習し て、期

ま す。

しまいました。学校も

まくやっていけるかの

れは、将来どうなって

末テストに備えていき

輩ができること、その

不安もあります。です

いきたいかということ

からどのような内容を

が、部活動が始まった
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