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元 気 で す か ？  

まだまだ、“忍”の生活が続い

ていますが、元気に過ごしていますか。  

ところで、君たちは「アンネの日記」を知

っていますか。そう、あの有名な日記です。

著者はユダヤ系ドイツ人アンネ・フランク。

1929年にドイツのフランクフルトで生まれま

した。そのころドイツは景気が悪く、人々は

貧しい生活を強いられていて、そこに登場してきたのがアドル

フ・ヒトラー。ユダヤ人を嫌っていたヒトラーとその政党はドイ

ツに広まっていた反ユダヤ感情を利用し、勢力を伸ばします。そ

の情勢下においてアンネの一家はオランダのアムステルダムに居

を移します。が、アンネが10歳の時、第 2次世界大戦が勃発、ナ

チスがオランダにも侵攻し、ユダヤ人に対して行動の自由を奪う

法律を打ち立て、さらにユダヤ人迫害が進んでいきます。そんな

中、アンネの一家は隠れ家に潜伏し、小さな空間で物音を立てる

ことのできない生活を始めます。隠れ家で過ごした 2年間の小さ

な出来事、感じたこと、考えたことを綴ったのがこの日記です。 

 アンネには“キティ”という名前の友達がいた。と言っても実

在する人物でなく、彼女が書き綴った日記帳の愛称です。この小

さな隠れ家で、アンネは“親愛なるキティ”に宛ててペンを執り

ました。学校に行けず、外でも遊べない。命の危険さえ感じる生

活。それでも彼女は日々の小さな出来事を報告し、宝の思い出を

重ねます。 

「良くなるのも悪くなるのも、人の心の持ちよう次第です。」

「希望があるところに人生もある。希望が新しい勇気をもたら

し、再び強い気持ちにしてくれる。」 

「私の想像の翼は、閉じ込められても、閉じ込められても、は

ばたき続けるの。」 

と、決して明るさを失わなかった。私たちも今、行動の自由

が制限されても、少しでもできることを考え、前に進んでいきた

いと思います。アンネのように、日々の出来事、感じたこと、感

謝の思いを日記に書いていくのもおすすめです。何かできるこ

と、やっていきましょう。     （渡辺でした。） 

 君たちに会えるのはいつ？ 
 緊急事態宣言が延び、学校再開もまたま

た、６月（？）まで延期となりました。君た

ちに会えるのはいったい、いつになるのでし

ょうか。  

 家で自分なりに勉強を進めている人もいる

とは思いますが、今回、新たに復習課題だけ

ではなく、予習課題も準備しました。 

まだ、学習していない内容にはなるのですが、教科書や２０日に

受け取ってもらう教科書ワークなどを用いて自学自習、チャレン

ジしてもらいたいと思います。どうしてもわからないところはも

ちろん、学校再開時に勉強しますので、その時に確認していきま

しょう。苦しいですが、まずはやってみて、何がわからないの

か、どこがわからないのか、チェックしておきましょう。各教

科、そこそこの分量があると思います。家庭学習計画表でしっか

り計画を立てて実行してください。 

〈本日ポスティングしたもの〉 
   ①５月分の課題 

   ②PTA関係プリント 

   ③学年諸費，積立金の納入について 

   ④健康観察カード・追加分２枚 

   ⑤家庭学習計画表・追加分 

   ⑥学年通信（本紙） 

   ⑦学校通信 

   ⑧保険だより 

   ⑨補助教材購入用封筒 +明細表 

   ＊中身を確認しておいてください。 

 

《 保 護 者 の 皆 様 へ 》  

 またまた、学校再開が延期となりました。ご家庭でもいろいろ

とご苦労されていることと思います。学習面でもご心配をおかけ

しておりますが、少しでも前に進めるようにと新たに課題を出す

こととなりました。授業で学習していない部分もありますが、再

開時の予習として家庭学習を進めていただけたらと思いますので

宜しくお願いいたします。 

＊ 5 月 20 日補助教材販売を予定しています。 

 今回ポスティングさせていただいた⑧の封筒に代金を入れて保

護者の方（予定）が購入していただきますよう、お願いいたしま

す。同時に前回お配りしました保健関係書類、家庭連絡票、前回

の各教科の課題を回収すると共に、国、大阪府からのマスクと 

図書券（ 2000 円）をお渡ししますので、印鑑をご持参してくだ

さい。 

 

≪ ５ 月 の 課 題 ≫  

＊詳しくは課題を入れた封筒を見ること。 

 

詳しいこと、また、変更もありうるのでホームページでご確認く

ださい。 

国語 

・プリント 9 枚 

・文法ワークＰ 22 ～Ｐ 29 を上の説明を見ながら予習し、 

問題を解いておく。 

※補助教材購入後、国語ワーク・漢字ワークを進められる 

人はやっておいてもかまいません。 

数学 

・プリント 4 枚 

・問題集「数学の学習ノート 2 年」Ｐ 2 ～Ｐ９ 

 ＊教科書Ｐ１５～Ｐ２０を参考に取り組んでください。 

社会 

地理・歴史の予習・復習プリント 

☆教科書をしっかり読んで取り組みましょう。 

答え合わせもしておくこと！ 

理科 

・プリント６枚 

  １年「地層から読み取る大地の変化」を自学自習しよう 

・１年のワーク P.110~P.128  

英語 

① 1 年の教科書・ P.120 までのBノート（新出単語，連語） 

       ・ Program11(P.118 まで）のAノート 

・ P.122,123 読んで練習問題をやっておく。 

②２年の教科書・ P.8 ～P.25のＡノート（本文） 

        Ｂノート（単語，連語）をやる。 

③ＧＯプリント７枚（教科書，教科書ワークなどを見て） 

④教科書ワーク（１年）残り全部  1 枚目に記名すること 

⑤教科書ワーク（２年） P.2,3 をやる。 

 （ P.4 ～P.26はやれそうならやってみよう。） 

美術 

プリント１枚「日本の伝統的な文様を描いてみよう」 

・資料集P136,137を見て，伝統的な模様を使って絵を描く 

・色鉛筆で仕上げること 

保体 

①体育理論「運動やスポーツが心身に及ぼす効果」 

（穴埋めは教科書を参照する。） 

②集団行動の確認と実践（答え合わせ。実践練習をする。） 

③ステイホームでできるトレーニングを考え，実践しよう 

技家 

①技術の教科書Ｐ 28 ～Ｐ 31  

（金属の特徴、プラスチックの特徴）をよく読む。 

②ハンドノートＡのＰ 6 、Ｐ 7 をやる。 

音楽 音楽プリント 
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寺山先生  

 

    はじめまして、寺山です。 

 3月 2 日から休みが続いてます。長いですね。時間

がたっぷりあるので、環境委員の活動を担当しているということ

もあり，雑草を根っこごと引き抜くということをひたすらしてい

ました。その後、苗（花）が育つように、スコップで土を掘り起

こし米ぬか、堆肥（牛ふん）をすき込んだりしていました。 

委員の人たちが植えた花の苗が、素晴らしい花を咲かせてくれる

事を願っています。 

 その後は 5月に実施されるテスト作りに励んでいます。練りに

練ってできた問題。う～～ん。 

練りすぎて超難しくなってしまいました。作り直して，これは簡

単すぎる（逆になめているのかと怒られそう）。再度作り直して

います。楽しみにしてください。（ 2年へのアクセスを見ながら

作ります） 

 その合間に取り組んでいるのが家庭菜園。近所の農家に種（ト

ウモロコシ、落花生）を譲り受け、種からの栽培を目指していま

す。ちなみにトウモロコシは芽が出てきましたが、落花生は…。

（失敗？） 

ちなみに菜園の雑草はほぼ「０」。 

 自由な時間が比較的あるので普段できないことにチャレンジと

情熱を傾けています。 

「今日は・・・できたな」という日がたくさんありますように。 

48 期生の皆さんと会える日が楽しみです。 

                   

 内田先生 
みなさんお元気ですか。私も元気です。毎日みんなと歌っ

ていないので，歌や喉の調子はいまいちです。時々、「紅蓮

華」（ぐれんげ）という曲をピアノで弾き語りする練習をして

います。早口で歌うところやリズムや音域が広いところがすご

く難しい曲です。学校が始まれば、休み時間にいっしょに「紅

蓮華」を歌ってください！ 

  授業が始まると、初めの頃は鑑賞が中心になると思うのでそ

の研究もしています。 

ギター（カノン）や歌唱のテストも気になっていますが、少し

先になりそうです。 

  学校が始まれば今までできなかった勉強に追いまくられる気

持ちになるかもしれません。けれども何よりも、みんなでワイ

ワイガヤガヤ楽しく仲良く学校生活を送り、一日一日を大切に 

   過ごしていきたいです。   内田 京 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三木先生 
 

 

みなさん元気にしていますか？先生はみんなの元気なパワーを

もらうことができず、体力が衰えていっているように感じていま

す。 

土日部活もなく、家で退屈な日々を過ごしていますが、今は我

慢が大切。みんなとの楽しい学校生活を思い浮かべて、耐えるの

みです。 

しかし、だらだらと過ごすのではなく、この期間だからこそで

きることはたくさんあるはず。渡邊先生がホームページにも書い

てくれていましたね。読みましたか？ 

先生は、土日部活もないので、絵を描くことを始めました。ま

だ、何かイラストを検索し、それを真似して描くことしかできま

せんが、いつかは自分で考えてオリジナルの絵が描けるようにな

れたらなと思っています。 

みなさんも、自分で毎日の計画を立てて、休み明けに後悔しな

いような日々を過ごしてください。もちろん勉強の時間も忘れず

に取りましょう！ 

休み期間でさらに成長したみんなと会えるのを楽しみにして

います！ 

 

 

  藤井先生 
 

48 期生のみなさん，長い休校期間ですが元気にしていますか。

先生は今年度から原山台中学校に赴任してきました。昨年度からい

らっしゃる先生方に、 48 期生の皆さんが元気で明るくて頑張り屋

さんだと聞かせていただき、君たちに会えるのをまだかまだかと楽

しみにしているのですが、延びていく休校でなかなかそれが叶わず

寂しい思いをしています。君たちの中にも、早く学校に来て友達と

おしゃべりしたり、勉強したり、部活をしたりという日常を取り戻

したい人が多いのではないでしょうか。先が見えず不安な日々が続

きますが、今はステイホームで耐える時です。次に会える日はみん

な元気で笑顔で会いましょう。その日を楽しみに一緒に頑張り 

   ましょう。 

   

            北井先生 
 

 今年度，原山台中学校に転勤してきました２年２組担任の 

北井伸幸です。教科は社会科です。どんな人なのかな？という部

分は休業期間が終わり、実際に会って見る日まで待っておいて下

さい。 

 少し自分の話をすると、我が家には１歳半になる息子がいま

す。少しずつ言葉を覚えだし、元気に家の中を走り回っていま

す。最近は，家の前を通る車を見るだけで「うおぉぉぉ」と興奮

しています。大人になったらただただ「うるさいな」と感じて終

わりそうな事も、息子にとっては大きな衝撃となっているようで

す。 

 皆さんも、中学生となって新しいものに触れる機会、経験が多

くあったと思います。今回のコロナウイルスの問題も非常に大き

く、衝撃的な出来事の一つです。 

 今は家の中にいる時間が多く、生活に新鮮さは感じにくいかも

しれませんが、当たり前のようにある今の空間が、実はかけがえ

のない空間なんだということに気づく機会となるかもしれませ

ん。ニュースでは、ウイルスに感染して入院した家族に会えず

…。というような事象も報道されていました。今は何をすべきか

を考えながら、また新たな出来事に触れる日々に向けて準備を 

しておきましょう。 

 

 石田先生 
  みなさん、お久しぶりですね。テレビをつけるとコロナ 

問題ばかりで、不安に感じている人も多いのではないでしょう

か。先生も同じく不安です。「いつ、コロナは終息するのか

な。」「いつ、みんなに会えるのかな。」・・・そんなことを考

えていると不安に感じるキーワードは「いつ～？」が多いように

感じます。先のことへの不安は、形は違えど、みんな感じていま

すよね。「いつ？」の言葉からは、不安がうまれてしまいます。

それを「いま」という言葉に変えてみてください！！「いま、何

ができるかな」「いま、これを調べてみよう」など、行動力につ

ながる言葉に変わります。人に対しての言葉も大切ですが、自分

への言葉も意識してみてください。日々の過ごし方にも少しずつ

変化が現れるかもしれませんよ☆彡もちろん、先生自身も実践中

です。 

今できること。 今しかできないこと。 今やりたいこと。 

今だからできること。 

別々の場所で過ごす同じ「今」を大切にして、みなさんも心と

身体、健康に過ごしてくださいね。 

                 あすなろ学級 石田 

 

 

 

    

 

 

 

 


