正・副委員長決定

早いもので新学期が始まったなと思っていましたら、もう 1 ヶ月経ち
ました。この間に 1 年生の対面式・身体測定・個人写真撮影・生活アンケート・A・B コー
スの模擬試験等様々な事がが実施されました。
4 月の 1 年生の対面式では、早いもので 1 年経ってしまったんだなあ。と、時の早さにびっ
くりしました。
また、今月は PTA 総会が 1 ９日（土）に開催されます。
内容は （ ８：４０～ ９：２５） 授業参観
（１０：１０～１１：４０） 講演会
（１２：１０～１３：００） PTA 総会
（１３：００～１３：２０） 昼食（学校で軽食を準備します）
（１３：２０～１４：２０） 学年 PTA 学級懇談会
是非、参加して下さい。宜しくお願い致します。

下記の人たちが各クラスから選出され、４月１８日（水）に 1 学期期の委員長・副委員長
の認証式が行われました。各クラスのリーダーとして、クラスづくり・クラス運営の中心と
なって活躍してくれることを期待しています。また、第２学年のリーダーとしても活動して
いただきますのでよろしくお願いします。
委
員
長
副
委
員
長
１組 関 大地
原 晴香

２組

３組

５月の行事予定

18 日（金）
19 日（土)
21 日（月)
23 日 (水)
24 日 (木)
25 日 (金)
26 日 (土)
29 日 (火)
31 日 (木)

４組

～

～

１日 (火) 学校基本調査
２日（水)
A・B コース ケータイ安全教室
９日（水） ２年レディネステスト（６ｈ）
16 日（水） 中間考査
中間考査・頭髪指導
授業参観・講演会・ＰＴＡ総会

５組

生徒総会（６・７ｈ）
２年進路バス見学会
尿検査 1 次・内科健診
衣替え移行期間開始
代ゼミ学力判定（ST・S）
芸術鑑賞
尿検査未提出者
進路マップ（A・B コース）

委員長になって一番やりたいことは、クラスの団

毎朝、教室に来るのが楽しくなるようなクラスに

結力を向上させることです。これから受験という

したいです。同時に、私自身もこの仕事を通して

大きな壁に立ち向かって行くには今以上の団結力

少しでも多くのことを学び、成長することができ

が必要になります。なので、もっと団結し、切磋

たら良いなと思っています。よろしくお願いしま

琢磨していけるクラスを築いていきたいです。

す。

星

一貴
学級委員長は初めての経験ですが、
自分のできることを積極的に見つけ
て、クラスをまとめていきたいです。
鈴木 千尋

高橋 晴香
学級委員長をサポートしながらクラス
のみんなをまとめられるよう、一生懸
命頑張ります。
朝日 陸斗

新年度になり身のまわりの環境がまた新た
になったので，改めて気持ちを引き締め，
クラスのみんなをまとめていくことに努め
ていきます。

来年度は３学年。受験生になるにあたり，
クラス一人一人の進路に対するモチベーシ
ョンを高められるように精一杯頑張りたい
と思います。

矢吹 晃大
何事もなく落ち着いた学校生活を送れ
るようにすること。クラスをうまくま
とめたい。
豊田 翔馬
２年５組の学級委員長になって、ぼく
はクラスのみんなとたのしくやって
い きたいと思います。そのためには、
ク ラスをまとめみんなが楽しい学校
生活 をおくれるように頑張りたいで
す。

西野 春菜
人に求める前に自分で率先して時間、
校則、勉強、掃除等をしっかりこなし
ていきたいと思います。
佐藤 海

認証式（クラス委員長と副委員長）

副委員長になって まず自分がやなけ ればいけないこと
はクラスを１つにま とめることだと思います。最初はう
ま く行かないと思うけど委員長の豊田と 一緒にこのク
ラスをまとめられること ができればいいと自分は思って
いま す。副委員長としての立場で委員長を サポートし
ていければいいと思いま す。このクラスはとても明るく
元気が あるクラスですが逆にうるさくなって しまう時
があるのでそこは自分たちで しっかり注意していきたい
と思いま す。

６月の主な行事予定
１日（金）
２日（土）

期末考査

６組

７組

～

30 日（土）

～

６日（水）
７日（木）
９日（土）
13 日（水）
27 日（水）

衣替え
ST・S 法政大学説明会
漢字検定（希望者）
A・B 進学講演会
尿検査２次・歯科検診
英語検定（希望者）
進路希望調査
期末考査

認証式
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5 組代表

豊田

翔馬

鴨志田 愛
より良いクラスになるように精一杯努
力します。力不足のため、みなさんに
迷惑をかけると思いますがクラスのた
めに頑張りたいと思います。よろしく
お願いします。
杉田 大輝
担任の先生からはこの一年は大事な年
になると言われいます。その重要な時
期に進路や行事など充実させるため，
精一杯頑張りたいと思います。よろし
くお願いします
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下川 健介
高校になって初めて学級委員になりま
した。６組を明るく楽しいクラスにし
ていけるよう、みんなの模範になれる
ように一生懸命頑張ります。
藪野 江莉花
人前に出るのは苦手ですが，クラス
のみんながこのクラスでよかったねと
言われるよう，委員長の杉田君をサポ
ートしたいと思います。よろしくお願
いします。

新任の先生を紹介します。 河原 仁先生です
はじめまして、すでに授業や副担任で顔を合わせた生
徒も多いと思います。今年度より数学・物理の先生とな
った河原 仁です。大学ではアルゴリズムや暗号に関す
る研究を行っていました。皆さんも使っている携帯やパ
ソコンにも使われている技術です。また、ぷよぷよやテ
トリスといったゲームに関する研究もしていました。実
はゲームの研究も数学なのです！
数学や物理のおもしろさ、楽しさを授業や日常生活を
通じて皆さんに伝えていきたいと思っています。これか
らよろしくお願いします。

短期留学生 リサ・ロァークさん報告

先月９日～２５日まで短期留学のリサ・ロァークさんが１組で学習しました。
明秀では、陶芸や茶道を中心とした日本の文化を体験してもらいました。陶芸体験では、初
めてさわる粘土の感触に少し抵抗があったようですが、だんだん慣れてくるといろいろなア
イデアを出して、リサさん独自の作品を作り上げていました。
最後に明秀での生活について聞いてみると、「明秀の先生や生徒たちはとても優しくてお
もしろかった。今度日本に来たときに、また明秀へ行きたい。」と言っていました。私たち
もまたリサさんに会えるのを楽しみにしています。

A・B コース自己探求課外ガイダンス報告

今年度も自己探求課外の A・B コース生徒対象に行われました。講座は進路関係 4 コース
・スポーツ関係 12 コース・芸術コース 3 コース・教養コース 14 コース合計 33 コースの中
から選択します。自分にあったコースが選べると良いですね。自己探求課外は 5 月 1 日から
始まります。

中間考査・模擬試験が始まります
定期考査が５月１６日（水）～１８日（金）に行われます。考査は日頃どれだけ真剣に取
り組んだかが問われます。進路決定には、センター試験・一般入試・推薦入試・AO 入試等
様々な方法があります。どの方法でもしっかりした学校での学習が基本となります。その途
中経過を見るものが考査です。また、先月２１日（A・B コース）今月２６日（ST・S コー
ス）模擬試験は本校だけではなく全国的な順位も知ることが出来ます。しっかり学習し良い
成績が残せるよう頑張って下さい。
考査時間（8 時３０分～スタート）はいつもとは違いますので気をつけてください。
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