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平成２９年１２月１日（金）発行

彦根総合高校 １学年部 宮 郁雄

１２月は、人権週間があります。授業の中で１年生は１２月８日（金）の４限目に人権

ＬＨＲを行います。内容は「目に見えない障がい」について深く考えることです。自分よ

り立場の弱い人に対して面白半分からかったり、その人の口癖をまね、笑ったりする風潮

が１年生にもあります。また、普段から仲が良いからといって遊びの中で、からかい過ぎ、

喧嘩に発展してしまうこともありました。人権は、人が日々の生活を有意義に楽しく送っ

ていくのに必要不可欠な権利です。誰にもその権利を奪うことはできません。子どもから

大人に成長していくこの時期、今一度、人権についてよく考え実践できるようにしましょ

う。

＜１２月行事＞

日 曜日 行事内容 日 曜日 行事内容

１ 金 期末テスト １６ 土 三者懇談会（ＰＭ）

土曜授業日（１限～３限）

ＰＴＡはぐくみ活動（ＰＭ）

２ 土 インターアクトクラブ創立 １７ 日

総会（ＰＭ）

３ 日 １８ 月 三者懇談会、頭髪面談

校内カウンセリング・SST
４ 月 期末テスト １９ 火 三者懇談会

人権週間（12/10まで） 頭髪面談

５ 火 期末テスト ２０ 水 三者懇談会、頭髪面談

６ 水 特別時間割開始（～ 12/22） ２１ 木 三者懇談会

学習会 15：20 ～視聴覚室 学年集会（４限目）

校内カウンセリング・SST
７ 木 頭髪服装チェック（終礼時） ２２ 金 終業式

８ 金 人権ＬＨＲ（４限目） ２３ 土 ☆天皇誕生日、冬休み

９ 土 ２４ 日 冬休み

１０ 日 ２５ 月 冬休み

１１ 月 再登校指導 ２６ 火 冬休み

１２ 火 ２７ 水 冬休み

１３ 水 校内カウンセリング・SST ２８ 木 冬休み

１４ 木 三者懇談会 ２９ 金 冬休み

１５ 金 三者懇談会 ３０ 土 冬休み

防災講習会（４限目） ３１ 日 冬休み

優 和
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期末テスト始まる

１１月３０日（木）～１２月５日（火）まで期末テストが実施されています。先月

の学年通信で２学期の成績が１年間の成績の中で重要なウエイトを占めることを伝え

ておきました。アドバイスを聞き入れ、全員が必死になり、学習に励んでいることと

思います。まだ間に合います。最大限に自己の能力を発揮し、テストに取り組みまし

ょう。

防災講習会について

１２月１５日（金）の４限、体育館において防災講習会が開催されます。災害から

自分の身や家族、または近隣の人たちを守るための正しい知識を身に付け、自主的な

防災意識を深めることを目的としています。講師の先生も来られますので、しっかり

した態度で講習会に臨みましょう。

ＰＴＡはぐくみ活動について

１２月１６日（土）の１３：００～１５：００の間で「土曜サロン」を行います。

毎年、クリスマスケーキ作りを行い、いちごのホールケーキをつくるのですが今年は

趣向を少し変え「ブッシュ・ド・ノエル」をつくることになりました。ワンランクア

ップしたケーキ作りを皆さんで学んでみませんか？なお、参加費は無料です。できる

だけ多数のご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

特別時間割（第１週）

１２月６日（水） １２月７日（木） １２月８日（金）

組 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限

国総 体育 英Ⅰ 科人 国総 社情 英Ⅰ 数Ａ 世Ａ 数Ⅰ 体育

１組 水① 木③ 木④

英Ⅰ 体育 家総 国総 現社 国総 科人 数Ⅰ 社情 現社 体育 人

２組 月⑤ 木④ 金⑤

体育 科人 数Ⅰ 英Ⅰ 社情 国総 世Ａ 家総 数Ａ 体育 芸Ⅰ 権

３組 木③ 木④

体育 現社 社情 世Ａ 科人 数Ⅰ 社情 国総 数Ａ 体育 芸Ⅰ Ｌ

４組 水④ 木⑤ 木⑥

科人 英Ⅰ 世Ａ 体育 数Ⅰ 英Ⅰ 国総 現社 英Ⅰ 保健 数Ⅰ Ｈ

５組 木⑤

国総 家総 科人 体育 国総 世Ａ 現社 英Ⅰ 現社 家総 家総 Ｒ

６組 水① 木③
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特別時間割（第２週）

１２月１１日（月） １２月１２日（火） １２月１３日（水）

組 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限

世Ａ 保健 家総 数Ａ 現社 数Ⅰ 国総 体育 科人 産社 産社 世Ａ

１組 火④

科人 数Ⅰ 世Ａ 英Ⅰ 英Ⅰ 社情 数Ａ 体育 保健 産社 産社 社情

２組 金⑤ 金⑤

現社 体育 英Ⅰ 保健 数Ａ 世Ａ 家総 家総 国総 産社 産社 科人

３組 水③

家総 体育 数Ⅰ 現社 世Ａ 国総 国総 英Ⅰ 数Ⅰ 産社 産社 現社

４組 火② 木⑥

数Ⅰ 英Ⅰ 家総 家総 芸Ⅰ 芸Ⅰ 世Ａ 数Ａ 国総 産社 産社 社情

５組 水③ 木②

英Ⅰ 家総 国総 数Ⅰ 芸Ⅰ 芸Ⅰ 英Ⅰ 数Ａ 社情 産社 産社 国総

６組 月③ 水③ 水①

１２月１４日（木） １２月１５日（金） １２月１６日(土)

組 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限

芸Ⅰ 芸Ⅰ 英Ⅰ 数Ａ 英Ⅰ 国総 社情 国総 数Ⅰ 科人

１組 金① 金⑥ 水①

芸Ⅰ 芸Ⅰ 社情 数Ⅰ 家総 家総 国総 防 英Ⅰ 数Ａ 保健

２組 水⑤ 金⑥

数Ⅰ 英Ⅰ 世Ａ 社情 芸Ⅰ 芸Ⅰ 国総 災 体育 現社 国総

３組 火② 金⑥ 水③

英Ⅰ 現社 数Ａ 国総 芸Ⅰ 芸Ⅰ 英Ⅰ 講 体育 保健 数Ⅰ

４組 木⑥

世Ａ 社情 国総 現社 体育 国総 家総 習 科人 社情 国総

５組 木② 木⑤ 金① 火② 水③

社情 数Ⅰ 現社 英Ⅰ 体育 保健 数Ａ 会 国総 世Ａ 社情

６組 木① 水① 水③
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特別時間割（第３週）

１２月１８日（月） １２月１９日（火） １２月２０日（水）

組 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限

科人 体育 数Ⅰ 数Ａ 世Ａ 家総 家総 国総 現社 社情 体育 英Ⅰ

１組 火④ 木④

国総 体育 世Ａ 英Ⅰ 現社 国総 世Ａ 数Ａ 国総 科人 体育 家総

２組 月⑤ 火② 月⑤ 木④

数Ⅰ 世Ａ 英Ⅰ 保健 国総 社情 英Ⅰ 現社 数Ａ 国総 科人 英Ⅰ

３組 木④ 火② 木④

世Ａ 国総 家総 家総 英Ⅰ 国総 数Ａ 家総 世Ａ 数Ⅰ 現社 科人

４組 月⑥ 火②

体育 現社 国総 科人 国総 芸Ⅰ 芸Ⅰ 数Ａ 数Ａ 英Ⅰ 数Ⅰ 体育

５組 月③ 月③

体育 科人 国総 数Ⅰ 社情 芸Ⅰ 芸Ⅰ 英Ⅰ 科人 世Ａ 保健 体育

６組 月③ 木① 金③

１２月２１日（木） １２月２２日（金）

組 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限 ４限

芸Ⅰ 芸Ⅰ 社情

１組 金⑥ 終

芸Ⅰ 芸Ⅰ 数Ａ 学

２組

数Ⅰ 科人 国総 年 業

３組 火④

英Ⅰ 社情 科人 集

４組 木⑤ 式

科人 社情 英Ⅰ 会

５組 木②

社情 数Ⅰ 世Ａ

６組 木①


