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 第１回学力診断テスト終了！ 

～復習と次のテストに向けて～ 
第１回目の学力診断テストが終了しました。これまでの勉強の成果は

出せましたか。体育館での試験ということで、いつもより緊張して試験に臨んだことと思いま

す。今回の試験は、進路を決定していくうえで大事な資料になるとともに、入試本番の雰囲気

を実感できるように、体育館での学年一斉の試験となりました。 

さて、昨日のテストを振り返ってみましょう。朝、ゆとりを持って登校しましたか？ 

８時１０分前には登校して机を運ぶ準備ができていた人はＯＫ。更に早めに来て、軽く見直し

をして、ゆっくりと気持ちを落ち着けていた人はテストに臨む姿勢はバッチリ。いつもと変わ

らず、バタバタと駆け込んできた人は、入試当日であれば、それだけで気持ちの部分ではマイ

ナスですね。気ぜわしいままテストが始まってしまいます。さあ、１時間目の国語のテスト。

何を問われているのか、条件は？日頃の授業や自主学習で読み取る力や書く力を鍛えておかな

ければいけません。時間配分はどうだったでしょうか。次の診断テストでは作文が入ってきま

すよ。２時間目、数学１の計算はできましたか。“なんだ～このミスは”出題者の思うつぼ、見

事引っかかってしまった人はいませんか。きちんと問題を解く習慣をつけておきましょう。そ

う、計算過程は残しておく、＝の書き忘れや符号の間違いがないか見直しをする。３，４時間

目の社会、理科はどうでしたか。問題をよく読んで、何を答えなければいけないのかわかって

いますか。５時間目の英語は、昼休みが勝負だったはずですが。そうそう、１０分休みに、前

の時間のテストの答えを言い合って、落ち込んでいる人、こう書いた、いや、ああ書いたと悩

んでいる人がいましたが、あらまあ、時間の無駄。やり直しは帰ってからすればいいこと。１

０分休みはトイレに行き、次のテストの準備をする時間。雑音はシャットアウトして気持ちを

落ち着けるべきです。 

今回のテストを通して“自分の学力がどのくらいなのか”や、“この教科が苦手で、この教

科は得意だ”というのがはっきりしてくるでしょう。つまり、受験に向けてより具体的な自己

データがあきらかになります。１１月２日には第２回の診断テストもあります。忍耐力が求め

られる時期です。粘り強く、かつ根気強く目の前の勉強にチャレンジしていきましょう。 

 

１０月２０日・・・中学校最後の合唱コンクールに向けて  

 ９月末から学級での合唱練習がスタートし、放課後の練習時間にパートリーダーを中心に熱

心に練習する姿が見られます。歌うことが苦手な人も得意な人もいるでしょう。だからこそ、

体育祭の時のようにクラスみんなで支え合い、団結し、「心からがんばった」「歌いきった」と

思えるものにして、最高の合唱にしていきましょう。そして、後輩たちや保護者の方に、この

３年生の熱い思いやがんばりを歌にして伝えてほしいと思います。中学校最後の合唱コンクー

ル。学年全員でがんばりましょう。どのクラスも全力を尽くして！ 
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♪各クラスの曲・指揮者・伴奏者♪ 

 

 

 

 

 

１０月の行事予定  ※予定なので変更になる場合もあります。確認しておきましょう。 

   行  事 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

５ 月  月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 学活 

６ 火 ３校時後昼食 合唱リハ（３校時） 学年 学年 リハ    

７ 水 チャイルドケア３年ふれあい体験 専門委員会 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 

８ 木  金１ 金２ 金３ 金４ 金５ ＯＴ 

９ 金 ３校時後昼食 合唱リハ（５校時） 金４ 金５ 学年 学年 リハ  

13 火 チャイルドケア３年ふれあい体験 道徳 火２ 火３ 火４ ＯＴ ＯＴ 

14 水 合唱リハ（６校時） 水６ 水５ 水１ 学年 学年 リハ 

15 木 「大利の日」 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 

16 金  金１ 金２ 金３ 金４ 金５  

19 月 ３校時後昼食 文化祭リハーサル 月２ 月３ 月４ 学年 学年  

20 火 ４０周年記念文化祭 

21 水 文化祭反省（１校時）展示準備 学活 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 

22 木 展示準備 木１ 木３ 木４ 木５ 木６  

23 金 展示見学（１校時） ＯＴ 火２ 火３ 火４ 道徳 ＯＴ 

26 月  月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 学年 

27 火  道徳 火２ 火３ 火４ ＯＴ ＯＴ 

8 水  水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 

29 木  木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 

30 金 専門委員会 金１ 金２ 金３ 金４ 金５  

31 土 大利フェア（道徳授業公開 東雲際） 月１ 月２ 道徳 東雲際 

保護者の皆様へ  

１０月に入り、学力診断テストもあり、いよいよ、進路について具体的に話をしてく時期となり

ました。ご家庭でも、できる限り進路についての話し合いをしてください。授業中の姿を見ていると、

勉強して疲れている様子も見受けられます。ご家庭での何気ない会話や家族で過ごすひとときが、生

徒たちの緊張を和らげ、気持ちをリフレッシュしてくれることも多いです。生徒たちのがんばりに側

面からのバックアップをぜひお願いいたします。 

 曲名 指揮者 伴奏者 

学年合唱 河口 藤 珠月 岡村 美里 

３の１ 青い鳥 髙口 明依 岡本 涼 

３の２ 決意 坂本 弥穂 戸上 結衣 

３の３ 言葉にすれば 宮田 唯斗 恒吉 沙耶 

３の４ 虹 摂津 梨央 上田 あかり 

３の５ 一詩人の最後の詩 吉野 瑠美 本多 由佳 

３の６ 聞こえる 小栁 ゆきみ 岡村 美里 

 



職場体験に行ってきました！ 

 

 



事業所の方から 
○ 事前にあいさつなどの練習を行ってくださっていたようで、３人とも立派にできていまし

た。ビックリしたくらいです。学校、家庭そして社会に出ても周りの人たちのことを思い

やりながら“共存共栄”世界中が平和であるように、その一人として貢献してほしいです。

期待しています。私たちも楽しい体験でした。 

○ レクリエーションでの歌やピアノ演奏もしっかりと行えていました。慣れてくると積極的

に利用者様を迎えたり、お茶を出したりと動けていました。 

○ しっかりとあいさつが出来ており、感心しました。また、指示に対して速やかに行動でき

て、積極的でしたので大変嬉しかったです。 

○ よく頑張っていたと思います。もう少し積極的、能動的に動けると良かったかと思います。 

○ 一人一人が声をかけあって助け合っていればもっとよかった。それと返事がちゃんとでき

るようになったらいいです。 

○ 礼儀正しく、良い生徒さんたちでした。 

○ 二人ともきびきびとした態度で、お客さま応対をしていただきました。改札口でのあいさ

つも大きな声で好感の持てるあいさつができていました。清掃も「もういいよ」と言って

も「きりがいいところまでやります」と一生懸命がんばっていただきました。大変つらか

ったと思いますが、感謝しています。大した体験もできず大変申し訳なく思います。あり

がとうございました。 

○ 積極的に行動し、色々学ぼうと頑張っていただきました。こちらとしても大変助かりまし

た。今後の成長に活かしていただけたらと思います。 

○ みなさん、とても一生懸命に作業に取り組んでいました。作業時間のペース配分を考えて

できるようになればもっとよく動けると思います。 

○ 初日は緊張が見られましたが、挨拶の声も大きく、先生が写真を撮りに来られてからは少

しリラックスしている様に見えました。個人店なので厨房とお店（販売側）を両方体験し

てもらうことができ、生徒さんもお菓子屋さんの現実を見ることができたのではないでし

ょうか。アンケートにも実際長く働いている社員に答えてもらったので、経営者側という

より、パティシェとしての自分たちの夢により近い人からの答えを聞けたと思います。こ

れからの夢を大切に、お菓子を好きな気持ちを大切に頑張ってください。 

○ 皆さん明るく機敏で、子どもたちともよく関わり応答していました。大人の仕事の手伝い

も積極的でした。 

○ 元気よく挨拶等も声が出ていましたので、良かったと思います。生徒からのあたたかいお

手紙も手書きで頂きありがとうございました。 

○ ３名とも貴重な体験をしたと思ってもらえたことは、私たちにとっても大変喜ばしいこと

でございます。あいさつや立ち振る舞いなど、周りの人たちの規範となる行動を磨いてい

ただき、今後の活躍を期待しております。 

○ 今回２人はすぐ仕事ができると判断しました。あいさつもできていましたので、レジ、接

客も大丈夫と思いカウンターに入ってもらいました。中学生は一人で銀行窓口に行くこと

はないので、初めての体験ができるのではないかと考えました。２人にはいい体験ができ

たようでよかったです。 

○ ３年生ということもあり、落ち着いて活動していました。 

○ 朝早くからご集合頂き、６名のみなさんすべてがとても礼儀正しく感心いたしました。話

を聞く姿勢も素晴らしかったです。言葉遣いが独特な職場なので、大変だったかと思いま

すが、おもてなしの心や日本の文化、伝統を学び取って頂けたら幸いです。 

○ いつまでも今日の気持ちを忘れずに。 


