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今冬は寒さが一段と厳しいようです。たくさんの行事がありました 2 学期ももうあと

わずかとなりました。3 年生は、いよいよ進路決定に向けて、大詰めの段階。体調を整
えて、自分自身が納得のいくよう一日一日を大切にしてほしいと思っています。職場体
験が終わり、一回り成長した 2 年生、初めての合唱コンクール（〈全二中合唱祭ハピ

ネスコンクール〉と名づけました）と 1 月のスキー体験学習の準備で大わらわの 1 年
生。バタバタの酉年が終わろうとしています。
ＰＴＡの皆様、地域の皆様いかがお過ごしでしょうか？いつもＰＴＡ活動、学校教育
にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。指名委員会もスタートし、平成 30
年度の役員選出も進んでいます。われこそはと思っていらっしゃる会員の方、今からで
も受け付けておりますよ。慌しい年末ですが、お身体に気をつけ、お過ごしください。

後期生徒会スタート認証式・生徒総会・PTA との懇談会終わる
ACTION

REVOLUTION

実行X 革 命

～口先だけじゃ終わらへんで。～（スローガン）

2 年生ばかりのたのもしい執行部が発足しました。11 月 22 日
には、生徒総会で基本方針が承認されました。
あいさつ運動を週 2 回に増やすこと、清掃チェックをし、清掃活
動に力を入れることなど新しい取り組みも紹介されました。11 月
17 日の PTA 運営さんとの懇談会では、
『形ばかりのあいさつでは
ない、心のこもったあいさつ運動を。執行部を離れてもずっとあい
さつ運動を続けてがんばってほしい』
『○○をしたいからと PTA の
予算を取りにいくぐらいの気合があってもいいよ。』『生徒会が議員
さんとコミュニケーションをとり、情報をとれる場になれば。いじ
めなどの問題も減っていくのでは・・・』など PTA から貴重なご意
見をいただきました。いただいた意見を元に、生徒会を盛り上げて
いってほしいと思っています。引きつづき、生徒会はアルミ缶、ペ

ットボトルのキャップ、ベルマークの回収もやりますので
ご協力宜しくお願いいたします。
スローガンのとおり、口先だけでなく、実行力のある生徒会に期
待しています！！

PTA の取り組みから
①PTA 施設委員会～フラワーポットの植え替え 11 月 11 日
冬を乗り越える植え替えの方法を花屋のご主人から教えていただ
きました。卒業式には、キレイに咲かせてくれるのが楽しみです。
②公民分館文化祭への参加

11 月 12 日

・運営（コーヒー店）･･･温かいコーヒーをご用意しました。
・広報（展示）今年度は、70 周年にちなんで、二中の歴代
校長のお写真と 70 年の二中のあゆみをモチーフに制作しました。
・その他 健全育成会の手作りおもちゃのコーナー、おやじおかみ
の会の焼き鳥とスイートポテトの店、人権協の人権標語や防犯のポス
ターの展示もあり、大盛況でした。

1 年の取り組みから
①幼保中連携 サツマイモほり！！ １1/1

文化祭展示より

↑

黒のシートを土の上にかぶせ草抜きの手間を省くようにした効果あり。立派なお芋がたくさん
とれました。豊中みどり幼稚園園児や桜井谷こども園園児といっしょに 1 年 1,2,3 組の生徒の皆
さんが掘り起こしました。
「全部ほしい！！」と言ってる園児さんがいましたが、一人一本だけ。
あとの分は、一年の家庭科でスイートポテトを作ったり、もちつき大会の豚汁に入れる予定です。

②ボランテｨア体験学習 １１/１５,１６
点字､手話、募金活動、清掃、外国人支援の 5 つのグループで取り組みました。事前に社会福祉協議
会の方に来ていただき、
『ボランテｨアについてのお話』を聞かせていただきました。してもらう立場
から、積極的に関わる立場に立つのは、難しいこと。初めて学ぶこともたくさんありました。市の環境
部にご協力いただいた二日間の清掃活動では、こんなにたくさんのゴミが出るのかという事もわかり
ました。外国人支援では、校区在住のインドネシアやバングラデｨッシュの方にお話を聞かせていただ
いたり、お料理を教えていただきました。初めて触る点字版、普通の文字よりもたくさんの紙が必要
なこともわかりました。手話を使って、上手に会話をすることもできました。寒い中柴原駅前に立っ
て行ったネパール支援の募金活動では、本当にたくさんの方に募金していただきました。
実際にボランテｨアをされている方にたくさんお越しいただき、ボランテｨアの「はじめの一歩」を
教えていただきました。お世話になった方々にあらためてお礼申し上げます。

2 年生の取り組みから

①職場体験学習 11 月 14～16 日

今年は、６３の事業所にお世話になりました。事業所探し、事前学習の取組み、
マナーの勉強（電話のかけ方から、手紙の書き方、言葉遣いなど）当日までもい
ろいろな過程をへて体験します。時間を守ることや挨拶の仕方、受け答え、接客
の仕方など学校では得られない貴重な経験をさせてもらいました。たった 3 日間
でも、たくさんの時間をかけ準備をし、大きな体験学習となりました。やり遂げ
たことは、2 年生にとって、自信につながり、今後の学校生活の中にも活かされ

②

ることと思っています。

ボランテｨア学習、職
場体験学習ともに
12 月発行の PTA 広
報誌にも写真をたく
さん掲載しておりま
す。併せてご覧くだ
さい。

③救命講習 11 月 10 日 と
②飲酒防止教育 １２月 4 日
・消防署の方に来ていただいて、講習を受けました。人形を使っての講習です。AED に
ついても説明を聞きました。
・冬休み前のこの時期に飲酒防止教育を行うことにも意味があります。まず DVD を見
て、成長期である未成年の飲酒が身体に及ぼす影響について学習しました。このあと、各教
室で「アルコールパッチテスト」を行いました。自分の身体がアルコールに対して強いか弱
いかの反応をみるものです。強い可能性があると反応が出ても飲んでいいという事ではあり
ません。
（未成年の飲酒は、法律違反です。）

小中交流会（豊中市全中学校にて）

12 月 8 日

小学校によっては、複数の中学校に校区が分かれる学校があり、全市的に日程をそろえて
実施しています。小学校 6 年生の児童が校区の中学校を訪問、交流体験します。内容はそれ
ぞれの中学校にまかせられています。初めは、全員で生徒会からの学校紹介と簡単な質問コ
ーナー、そのあとクラブ見学と体験授業に別れました。今年二中は、初めて体験授業を実施
しました。小学校ごとに三つにわかれて、中学校の先生から授業を受けます。みんなきらき
らと目を輝かせ、楽しく授業を体験していました。冷たい雨の降る日で、グラウンドのクラ
ブが途中から校舎内での練習に切り替えたりもしましたが、校内は熱気ムンムンでした。

外国語指導助手（AET）ミニーの紹介
11 月から二中に英語を教えに来てくれている通称ミニー。英語の授業でもうおなじみ。
英語だけでなく、時々体育の授業も一緒にうけている。朝のあいさつ運動にも参加している。
とっても気さく。運動部にも参加しトレーニングしている。日本語も一生懸命？勉強しよう
としている。まだまだ謎だらけ？多彩な趣味の持ち主。さて、次のミニーの自己紹介文を和
訳してみてください。

My name is Narinder Singh, or Mini.
I’m from the UK, and I live in Huddersfield

/

West Yorkshire, which

is near Manchester. My hobbies are training MMA(Mixed Martial Arts)
in the areas of Mauy-Thai and Brazilian Ju-Jitsu, collecting old retro
80’s toy, taking photos, listening to various music, watching
various films/animation, eating different types of food from
Mexican, Thai, Japanese and loft of all Indians.
I’ve lived in Japan for 1 year and 3 months. I’ve had an interest
in Japanese culture for 33 years, ever since. I saw Monkey Magic on
TV when I was 3 years old, then slowly I was watching Japanese sports,
watching Japanese films and anime, listening to Japanese music.
Then in 2010 a Japanese restaurant opened in Manchester called Yuzu.
I started to like Japanese food, especially chicken katsu and miso
soup. I started travelling to Japan in 2008 by going to Tokyo first. ・・・
とまだまだ紹介が続きますが、ここまでにします。積極的に英語で話しかけてみましょう。

〈三学期前半のおもな予定〉
１月９日(火)始業式
１月１１日(木)3 年第 4 回実力テスト
１･2 年チャレンジテスト

人権平和教育 １０月１８日
ジャーナリスト西谷文和さんを迎え、
『戦争の中の子どもたち』の様子を伝え
てもらいました。悲惨なシーンもありま

1 月 12 日（金）１０分朝礼

したが、目を背けることなく受け止め、

１月 13 日(土)もちつき大会

平和な日本にいる私たちに何ができる

1 月 16,17 日 1 年生スキー体験学習
1 月 25,26 日 3 年学年末テスト
１月 26 日（金）3 年私立高校一斉出願
２月２日(金)新入生保護者説明会

だろうかと考えたと思います。
戦争はなんではじまったのか、物事に
は、二面性があること、世界へ目をもっ
と向けようなどいろいろなメッセージ

２月 7 日（水）10 分朝礼

も伝わってきました。⇒ホームページで

2 月 10､11 日（土日）私学入試

どうぞ！！

2 月 20､21 日(火水)公立特別選抜
2 月 21～23 日１,2 年学期末テスト
2 月 23 日（金）3 年生合唱祭
2 月 28 日（水）公立特別選抜合格発表
＊3 月１4 日(水)卒業式＊

ＰＴＡと学校が発行するＰＴＡや
地域へ向けた学校だよりです。
2 ヶ月に 1 回程度学校の様子
をお知らせいたします。
･･････････････････････････

詳細は、学校のホームペー
ジの「今週のトピックス」
に。ぜひご覧ください。

ﾕﾈｽｺｽｸｰﾙの
取組みの一つ
です。

