船迫中学校

３学年通信

ニュートンのリンゴの木
2020．５．29 ＮＯ．５

文責 小関

６月から通常の学校生活が再開します
５月２１日から時差登校が始まりました。１組と２組が午前または午後に登校し，授
業に臨みました。授業中は，大きな声で発言することができず，静かな雰囲気でしたが，
内容を理解しようと真剣にノートを取る様子が見られました。休み時間は，少し距離を
置きながら，楽しそうに話をしていました。
さて，６月１日（月）から通常の学校生活が再開します。日常生活においては，「新
しい生活様式」を取り入れながら，コロナウイルス感染症拡大を予防するよう政府から
呼びかけられています。本校におきましても，様々な対応策を講じながら，諸活動を進
めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について
感染拡大を防止するための生活スケジュールを再度説明しました。
１日の活動の流れや３密を避けるための約束を確認しましたので，
ご家庭でもプリントに目をとおしていただくようお願いいたします。

久し振りに給食もあります
６月１日の登校日からの昼食は，給食になります。この数か月の食
事を振り返り，改めて給食のありがたさを感じました。今後は，より
一層感謝の気持ちを忘れずにいただきたいものです。
給食のスタートに伴い， 箸（はし） が必要となります。これま
でのように安易に貸し出すことは難しい状況ですので，忘れないようお声がけください。
また，机をアルコールで消毒する際，各自ティッシュペーパーで拭くようにしたいと
思いますので，ご協力をお願いします。

＜６月の主な行事予定＞
２日（火）
３日（水）
５日（金）

身体測定
聴力検査
個人写真撮影
各種委員会

１０日（水）
１７日（水）
２６日（金）

地区生徒会
尿検査提出
生徒総会

※５日は個人写真撮影のため制服（夏服）
登校となります。
お知らせ
６月感染予防に係る衛生面の対応として，今年度から給食当番は，三角巾を被りま
す。週末の洗濯及び提出についてご理解の程よろしくお願いいたします。
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令和２年度
公立高校オープンキャンパスについて
宮城県教育庁高校教育課より，令和２年度公立高校オープンキャンパスは，
下記のとおり実施するとの通知がありましたのでお知らせします。
高校の教育内容，部活動，施設設備などを体感する機会として開催されるオ
ープンキャンパスについて，実施日時，内容，申込方法などが，高校教育課ホ
ームページに掲載されています。第一希望のみならず複数の高校へ体験希望を
出すことをすすめましたので，よろしくお願いします。
令和２年度実施概要は次の通りです。
○申込方法
原則として個人申込となります。
電話，はがき，ファクシミリ，電子メール，Ｗｅｂ申請の申込方法のうち，
適切な方法を各高校が設定しています。
宮城県高校教育課のホームページ

URL： https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/oc2020.html
に，下記のような一覧表として掲載されています。
≪ホームページ掲載一覧表例≫
学校名
○○○

実施日時
○月○（□）
00:00～00:00

内容
学校説明会
模擬授業
部活動見学
等

申込期間
○月○日（□）
～ ○月○日（□）

申込方法
電話
はがき
FAX

学校紹介動画
動画

電子メール

Web

※希望する学校名をクリックすると，その学校のホームページにつながります。
※今年度から，オープンキャンパス一覧表中に，「学校紹介動画」の項目が追
加されました。一覧表中の「動画」の項目をクリックすると，各高校が作成
した学校紹介動画を見ることができます。７月６日（月）から公開されます
ので，進路選択にご活用ください。
※インターネット等の環境が整っていない場合は，中学校から申し込むよう
配慮します。
※オープンキャンパス参加の状況を学校でも把握しておきたいと思います。計
画書をお子さんに配りますので，必要事項をご記入の上，学級担任に提出す
るようお願いします。
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ご参加ありがとうございました
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～学年ＰＴＡ～

授業や部活動など少しずつ普段の学校生活ができるようになってきました。授業を参
観していただけなかったのは残念でしたが，学年ＰＴＡでは，再開後の生活や学習の様
子をお伝えすることができました。また，現時点での今後の行事予定についてもお知ら
せすることができました。修学旅行に関しては，感染状況を注視しながら，保護者の皆
様のご意見を参考に再考していきますので，調査へのご協力をよろしくお願いいたしま
す。

令和２年度公立高校合同説明会の延期のお知らせ
中学生及び保護者を対象とした合同説明会が開催されます。各高等学校の特色や教育
内容，高校生活，入試に関する情報等を収集し，主体的な進路選択に役立てる内容にな
っています。本来であれば，７月に開催される予定でしたが，コロナウイルス感染症の
影響で延期となりましたのでお知らせします。仙南地区については，10月10日（土）に
柴田農林高等学校で，仙台地区については，10月17日（土）に夢メッセみやぎ西館で開
催されます。概要を知るためにも，ぜひご参加ください。

高等学校等育英奨学資金貸付予約奨学生募集のお知らせ
高等学校育英奨学等資金貸付は，高等学校等に入学する優れた生徒で，経済的理由に
より修学が困難な生徒に資金を貸すものです。希望される場合は，詳細を別紙にてお渡
ししますので，学級担任と相談の上，手続きを行うようお願いします。
※ 奨学生の募集は，高等学校等入学後（４月）にも行っています。
※ 宮城県が行う東日本大震災で被災した生徒を対象とする奨学資金（被災生徒奨学
資金）との併給はできません。

＜７月の主な行事＞
１日（水）
３日（金）
６日（月）
７日（火）

実力テスト
学年ＰＴＡ
生徒集会
町学力検査
アルバム写真撮影
（部活動）
９日（木）耳鼻科検診
10日（金）ラベンダー事業

13日（月）アルバム写真撮影
（個人・委員会）
17日（金）眼科検診
23日（木）柴田郡交流会
24日（金）柴田郡交流会
28日（火）三者面談（～８月５日）
31日（金）１学期末考査
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妊婦になったつもりで
７月１３日の家庭科の授業において，妊婦体験を実施しました。代表生
徒が，７㎏のジャケットを着用し，妊娠時の重量感・圧迫感・動きにくさ
などを体験しました。妊娠することの大変さや周囲の人々が助け合うこと
の大切さ，妊婦に出合ったときに配慮することなどについて考えることが
できたようです。活動の感想を書いてもらいましたので，紹介します。
・妊婦体験を通して，命の大切さを知ることができました。もし，今後，妊婦さんに出
会ったら，助けてあげたいと思います。
大沼ひかり さん
・妊婦の方の生活は意外と生活しづらいということが分かりました。貴重な体験をさせ
ていただきありがとうございました。
成松 優希 さん
・妊婦さんはとても大変な思いをしているんだなと感じました。重いし，大きな動きが
できず，普段の生活でできることが限られているので，大変だなと思いました。
大友 沙織 さん
・妊婦体験をしてみて，妊婦の方がどれだけ大変なのか感じることができました。
佐藤 憲吾 さん
・今回，貴重な体験をさせていただきありがとうございました。妊婦の方は，重くて，
動きにくい生活をしていることが分かりました。
武藤 将生 さん
・体験してみると，意外に重く，日常の動作ができませんでした。今後，妊婦さんを見
かけたら，気づかわなくてはならないと思いました。
村上 岬さん

令和３年度
県立高等学校組織編制計画について
中学校卒業者の減少に基づき，次の２校において，第１学年の学級数を１減とすると
の通知がありましたので，お知らせします。
（南部地区）
【 令和２年度】
【令和３年度】
大河原商業高等学校
流通マネジメント科
２学級（８０人）
ＯＡ会計科
１学級（４０人）
情報システム科
２学級（８０人）

大河原商業高等学校
流通マネジメント科
１学級（４０人）
ＯＡ会計科
１学級（４０人）
情報システム科
２学級（８０人）

（石巻地区）
【令和２年度】

【令和３年度】

石巻北高等学校
総合学科科
５学級（２００人）

石巻北高等学校
総合学科科
４学級（１６０人）
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頑張りました！ 柴田郡交流会
７月２３日（テニス，水泳は２４日）に柴田郡交流
会が実施されました。各部ともこれまで頑張ってきた
成果を発揮し，最後まで粘り強くプレーしました。運
動部の３年生はこの交流会を最後に部活動を引退しま
す。楽しかったことや辛かったことなど，一人一人が
様々な思いでこれまでの活動を振り返っていることと
思います。日ごろの練習から学んだことも多く，それ
が自信となり，今後の学校生活で生かされるものと願
っております。交流会当日は，保護者の皆様方にもご
支援・ご協力をいただき，ありがとうございました。

期末考査の振り返りを大切 に
先週の金曜日，期末考査（５教科）を実施しました。受験生ということもあり，準備
をしっかりと行って臨んだようです。今週，テストが返されます。一喜一憂するのも分
かりますが，振り返りが大切です。「間違えたところを集めたノート」を作ってみるの
もよいかもしれません。その積み重ねが力となり，成績向上につながるのだと思います。

オープンキャンパスの報告 書から
各高校で行われるオープンキャンパスでの体験報告書が手もとに届くようになってき
ましたので，紹介します。
今回は，大河原商業高校で３つの学科を体験しました。ＯＡ会計科では，利益と
費用について，流通マネジメント科では，包装の仕方について，情報システム科で
は、プログラミングについて学びました。初めてやることが多く，難しい内容もあ
りましたが，高校生にていねいに教えていただき，スムーズにできました。楽しい
体験となりました。

＜８月の主な行事＞
３日（月）
５日（水）
６日（木）
７日（金）

三者面談（５日まで）
放課後学習室
臨時休業日
第１学期終業式
成績カード配付
８日（土）夏季休業日 （～１８日）
19日（水）実力テスト
20日（木）第２学期始業式

21日（金）各種委員会
24日（月）生徒集会
25日（火）職員会議
26日（水）内科検診
27日（木）放課後学習室
29日（土）ＰＴＡ親子奉仕作業
30日（日）吹奏楽部演奏会
（船迫生涯学習センター）
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１学期終業式を迎えました
このところ，部活動が終わる時刻になると，ヒグラシが鳴き始めます。
先日，職員室では，「夏の夕暮れを感じますね。」とＡ先生がしみじみと
語っていました。例年ですと，夏休みも２週間を過ぎ，後半戦に突入する
ころですが，本日は１学期の終業式が行われ，授業も行われました。
さて，明日から短くはありますが，夏休みとなります。ニュースでは，「帰省してい
いのか，だめなのか」，専門家や政治家が様々な意見を交わしている様子が映し出され
ていました。遠出をするかしないかは別として，受験生ではあるものの，家族との団ら
んの時間をつくってほしいと思います。
楽しく，有意義な生活を送ることができるよう，ご家庭でのお声がけをよろしくお願
いします。終業式で佐藤真祈さんが３学年代表として所感を発表しましたので紹介しま
す。
この１学期は，例年よりも２か月程短く，あっという間に今日を迎えてしまいま
した。しかし，この短い期間にも，個人はもちろん，学年全体での成長や課題を見
つけることができました。
まず，成長面についてです。個人の成長としては，集中力が続くようになったこ
とです。私たち３年生は受験生であり，今まで以上に勉学に精を出す必要がありま
す。特に，第一志望校が決まっている人は，その高校の受験に向けて様々な努力を
していることでしょう。私も，「この高校に行きたい」という自分の目標のおかげ
で，昨年よりも集中して勉強に取り組むことができるようになりました。また，ク
ラスでは女子を中心に自主的に行動する人が増えたように感じます。呼びかけがな
くとも，自分で時間を見て判断する人が多く，成長を感じることができました。
次に，課題についてです。これは，個人でもクラス全体でもいえることですが，
勉強への取組がまだまだ足りないと感じます。受験生としての自覚のある人とない
人との差が開いています。先生方に度々言われる「３年生としての自覚」という言
葉を今一度考え，この夏休みを有意義に過ごしましょう。
また，行事では，リーダーとして積極的に行動し，思い出深いものにしていきた
いです。

８月１９日（水）の日程
朝の会
１校時
２校時
３校時
４校時

実力テスト 国語
実力テスト 数学
実力テスト 社会
実力テスト 英語
弁当
５校時 実力テスト 理科
部活動なし
１４：３０～ 迫中祭実行委員会②
＊１９日の持ち物
□弁当
□Ｆノート（夏休み分）
□宿題
□自学ノート

８月２０日（木）の日程
制服登校
１校時 始業式
２校時 清掃・学活
３校時 体育
４校時 道徳
給食
５校時 １組 数学 ２組 社会
６校時 総合
部活動なし
＊２０日の持ち物
□給食着
□宿題
□Ｆノート
□成績カード
□自学ノート
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二学期が始まりました
例年に比べると短い夏休みも終わり，大きな事故やけがもなく，第二学期の始業式を
迎えることができました。３年生はあまり宿題も多くなかったので，家庭学習にも力を
入れることができたのではないかと思います。始業式の前日に実力テストが行われまし
たが，できはどうだったでしょうか。夏休みの成果が出てくるのは，もう少し後のこと
かもしれません。
まだまだ暑い日が続いていますが，教室にはエアコンが完備され，快適な環境で授業
が進められています。二学期は，修学旅行や迫中祭，合唱コンクール等，多くの行事が
続きますが，コロナウイルスの感染と熱中症に注意しながら，充実した学校生活となる
よう支援していきたいと思います。
始業式で平間麗央さんが３学年代表として所感を発表しましたので紹介します。
私は，二学期の学校生活を充実させるために次のことをやろうと思っています。
一つ目は，受験勉強です。これは，やりたくなくてもやらなければいけ
ません。しかし，苦手な教科を克服していければ，少しは楽しく勉強でき
ると思うので，毎日こつこつと頑張り，志望校合格を目指します。
二つ目は，規則正しい生活です。私はここ最近，寝るのが遅くなり，朝
もしっかり起きることができていません。皆さんの中にもそんな人は多い
のではないでしょうか。受験前日までそんな生活をしていたら，当然よい
結果は得られません。ですから，今までの生活を見直し，よりよい生活を
心がけていきたいです。
三つ目は，学校行事を楽しむことです。今年はコロナウイルスの影響
で，できる行事は限られていますが，このような状況でも全力で楽しめ
るようにしていきたいと思います。私たち３年生は，最高学年として
１，２年生をリードし，活動することが求められます。迫中祭も合唱コ
ンクールも手本となるような活躍をします。「すごく楽しめた。」「もう一度やり
たい。」と思ってもらえるような悔いの残らない活動をしていきたいです。
３年生の皆さん，全員で協力して全ての行事をよい思い出にしましょう。また，
受験勉強と両立させながら充実した二学期を送りましょう。

＜９月の主な行事＞
４日（金） 歯科検診
９日（水） 修学旅行（～１１日）
14日（月） 避難訓練
引き渡し訓練
17日（木） 吹奏楽部演奏会
23日（水） 職員会議
24日（木） 郡新人大会激励会

26日（土） ３年実力テスト
郡新人大会１日目
27日（日） 郡新人大会２日目
28日（月） 振替休業日
29日（火） 新人大会報告会
※26日は弁当になります。
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