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平成３０年１２月３日（月）発行

彦根総合高校 ２学年部 宮 郁雄

１２月は、人権週間があります。授業の中で２年生は１２月１４日（金）の４限に人権

ＬＨＲを行います。内容は「人種差別」について深く考えることです。人を外見だけで判

断し、自分と違うからといって差別をしたり、陰でコソコソ悪口を言うことは絶対にして

はいけないことです。身近でよく、ありがちなケースは自分と性格が違い、あまり合わな

いからといって、その人のことを敬遠したり、必要以上に距離を取り悪口を言ってしまう

ことがあります。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

時期であるからこそ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 土 １６ 日

２ 日 １７ 月 保護者会、再登校指導

３ 月 期末テスト１日目 １８ 火 保護者会

４ 火 期末テスト２日目 １９ 水 保護者会

人権週間 12/4～ 12/10
５ 水 期末テスト３日目 ２０ 木 学年集会（４限）、保護者会、校内カ

ウンセリング・ＳＳＴ

６ 木 期末テスト最終日 ２１ 金 終業式

７ 金 特別時間割開始(４限授業) ２２ 土

頭髪・服装チェック

校内カウンセリング・ＳＳＴ

８ 土 ２３ 日 ☆天皇誕生日

９ 日 ２４ 月 ☆振替休日

１０ 月 ２５ 火 冬休み

１１ 火 校内カウンセリング・ＳＳＴ ２６ 水 冬休み

１２ 水 ２７ 木 冬休み

１３ 木 単位追認説明会 ２８ 金 冬休み

１４ 金 保護者会、人権ＬＨＲ ２９ 土 冬休み

単位追認補講開始

１５ 土 ＰＴＡ茶話会１０：００～ ３０ 日 冬休み

３１ 月 冬休み

優 和
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２学期末テスト開始

１２月３日（月）～１２月６日（木）まで期末テストが実施されます。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。最大限に自己の集中力を発揮し、テストに取り組みましょ

う。

修学旅行について

先月の１１月１４日（水）～１１月１９日（月）の間で修学旅行が実施されました。

修学旅行中、行きの飛行機の中で長時間のフライトに耐えきれず立ち歩き、注意をさ

れた生徒やホテルでのマナーが守れず注意・指導をされた生徒、時間を守れず指導を

受けた生徒、自分勝手な行動を取り指導を受けた生徒等がいましたが、全体的には大

きな怪我や病気、生徒指導に関わるような事もなく、全員が無事、帰宅でき、一生の

思い出に残る修学旅行であったと思います。また、修学旅行不参加の生徒も課題学習

に真剣に取り組んでいたと聞いています。今後も、この貴重な経験を生かし、これか

らの人生を歩んでいってほしいと思っています。

ＰＴＡ茶話会について

１２月１５日（土）の１０：００～ホールさくらにおいて、茶話会を開催させてい

ただきます。お子様の学校での生活や、ご家庭でのお悩みなどを中心にお話をさせて

いただきますので多数のご参加の程、よろしくお願いいたします。また、参加される

保護者の方は担任まで申し出て下さい。なお人数制限はございません。

保護者会について

１２月１４日（金）～１２月２０日（木）の間で保護者会を持ちたいと思います。

対象生徒は、普段の生活態度が思わしくない人、２学期の成績で欠点がついた人、希

望者のみです。日程調整については成績がついた後、担任から連絡がありますので、

よろしくお願いいたします。

＜メモ欄＞
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特別時間割（第１、２週）

１２月７日（金） １２月１０日（月） １２月１１日（火）

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

総Ｂ 総Ｃ 総Ｃ 系列 系列

１組 家総 数Ｂ 体育 化基 簿演 簿演 生基 英Ⅱ 体育 日Ａ

パ基 般基 般基 課研２ 課研２

２組 化基 総英 体育 生基 スポⅠ スポⅠ 家総 保健 体育 化基

国表Ⅰ 危険Ⅰ 危険Ⅰ

３組 体育 環造形 生基 日Ａ 小論α 小論α 体育 化基 保健 現文

音表 食品Ⅰ 食品Ⅰ

４組 体育 創書 化基 家総 体育 生基 現文 英Ⅱ

５組 日Ａ 家総 体育 現文 家総 化基 体育

備考

１２月１２日（水） １２月１３日（木） １２月１４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

総Ｂ 系列 総Ａ 総Ａ 系列 系列 系列 系列

１組 数Ｂ 英Ⅱ 地理Ａ 基英 基英 地理Ａ 古典Ａ 現文 英表Ⅰ 地理Ａ 日Ａ

パ基 数Ⅱ 基数 基数 数Ⅱ 数Ⅱ 情表管 数Ⅱ 人

２組 総英 化基 情処 基国 基国 情表管 情表管 英Ⅱ ビ基 情処 家総 権

国表Ⅰ 介福２ 基日 基日 ビ基 簿記 生支２ 介福２ Ｌ

３組 環造形 家総 子発保 簿基礎 簿基礎 社福基 生支２ 日Ａ 生産基 子発保 生基 Ｈ

音表 生産基 生情２ 生情２ ソル基 素描２ 構成 生産基 Ｒ

４組 創書 日Ａ 構成 素描２ ＦＤ２ 現文 構成 英Ⅱ

リビ２

５組 生基 生基 化基

備考

特別時間割（第３週）

１２月１７日（月） １２月１８日（火） １２月１９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

総Ａ 系列 系列

１組 日Ａ 家総 化基 現文 化基 基英 古典Ａ 英表Ⅰ 保健 現文 家総 英Ⅱ

基数 数Ⅱ 情処

２組 英Ⅱ 現文 日Ａ 生基 日Ａ 基国 情表管 介福２ 家総 生基 英Ⅱ 現文

基日 簿記 子文化

３組 家総 化基 現文 英Ⅱ 生基 簿基礎 社福基 造形 日Ａ 英Ⅱ 現文 家総

生情２ 造形 リビ２

４組 現文 英Ⅱ 生基 化基 家総 ＦＤ２ 生基 家総 保健 日Ａ

５組 化基 現文 英Ⅱ 日Ａ 保健 子発保 英Ⅱ 日Ａ 現文 生基
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１２月２０日（木） １２月２１日（金）

組 １限 ２限 ３限 ４限 １限 ２限 ３限

総Ｂ

１組 数Ｂ 生基 保健

パ基 終

２組 総英 日Ａ 現文 学

国表Ⅰ 年 業

３組 環造形 現文 英Ⅱ 集

音表 会 式

４組 創書 化基 日Ａ

５組 家総 体育
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