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館林市立第四中学校 第２学年 学年通信№１２ R2．６．２２（月）

７月の予定
日 曜 １ ２ ３ ４ ５ ６

１ 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 短縮 ⑦生徒総会

掃除なし・部活なし

２ 木 木１ 木２ 木３ 木４ 教科 テスト ⑥数学到達度テスト

３ 金 金１ 金２ 金３ 金４ 教科 学活

６ 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木４

７ 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ テスト前部活なし

８ 水 木１ 木２ 木３ 木４ 教科 教科 部活なし

９ 木 数学 社会 理科 英語 国語 部編成 中間テスト

１０ 金 金１ 金２ 金３ 金４ 道徳 教科

１３ 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木３

１４ 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

１５ 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 部活なし

１６ 木 木１ 木２ 木３ 木４ 教科 教科

１７ 金 金１ 金２ 金３ 金４ 教科 学活

２０ 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 定期集金

短縮 部活なし

２１ 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

２２ 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 短縮 専門委員会

部活なし

２３ 木 海の日

２４ 金 スポーツの日

２７ 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金３

２８ 火 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 火６

２９ 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 部活なし

３０ 木 木１ 木２ 木３ 木４ 総合 総合

３１ 金 金１ 金２ 終業式 学活

※７月の完全下校時刻 ６：３０
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※総合・道徳・学活 → 教科に振り替えています
１組 ２組 ３組 ４組 ５組

７／２（木） ⑤ 教科２ 社会 国語 英語 理科 数学

⑥ 総合 スタディサプリ数学到達度テスト

３（金） ⑤ 教科３ 数学 社会 国語 英語 理科

⑥ 学活 音楽祭に向けて選曲♪

８（水） ⑤ 教科４ 理科 数学 社会 国語 英語

⑥ 教科５ 英語 理科 数学 社会 国語

１０（金） ⑤ 道徳
⑥ 教科１ 国語 英語 理科 数学 社会

１６（木） ⑤ 教科２ 社会 国語 英語 理科 数学

⑥ 教科３ 数学 社会 国語 英語 理科

１７（金） ⑤ 教科４ 理科 数学 社会 国語 英語

⑥ 学活 ＱU（１回目）

３０（木） ⑤ 総合 「ライフプラン」

⑥ 総合 情報モラル教室

２学年Mission①「かっこいい先輩になる」

リーダーは「背中」で見せる

リーダーは、やっぱりみんなと同じじゃダメで、みんなと

は違うというところを見せないといけません。そのためには、

まず自分が人の何倍もの努力をしないといけない。リーダー

というのは、みんながついていきたくなるような存在でなけ

ればいけないと思います。

（By サッカーなでしこJAPAN元キャプテン 澤 穂希）


