
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁に次年度年間予定表を掲載しています 

  

節目を迎えて 

校 長  由 上 正 幸 

『早いもので今年も３月を迎え、やわらかな春の陽射しに暖かさを感じる季節となりまし

た。３年生の私立高校入試と公立高校の特別選抜も終わり、公立高校の一般選抜を残して

いますが、ほどなく卒業・修了の時を迎えようとしています。３年生の皆さん、自己の目標達

成に向かって頑張りとおしてきたこと、様々なプレッシャーや困難に立ち向かって乗り越えて

きたこと、仲間や先生方、家族の支えや協力を得ながら、悔いのない生活を送ってきたことと

思います。その努力は、乗り越えてきた者しか味わうことはできず、今後の生活への自信や糧

につながることでしょう。３年生の皆さんには、残り少ない中学校生活を、それぞれの進路決

定後の準備や、卒業証書授与式当日に向けた総仕上げに時間を費やして欲しいと思いま

す。また、１・２年生は、巣立っていく３年生に、今までお世話になった感謝の気持ちをもって、

生涯忘れることのできない感動的な最高の卒業式を創り上げてほしいと願っています。 

卒業・修了は、今までの締めくくりとともに、新たなスタートとなる大切な節目の時です。仲

間とともに生活してきた本年度の大きな節目に望むにあたり、その心構えをしっかりもち「有

終の美」を飾ってほしいと願っています。』 

これが２月２６日に用意していた３月号の原稿でした。しかしその後、全国の小中学校で臨

時休業の措置をとることになり、皆さんをとりまく状況は一変してしまいました。 

こんな時こそ、冷静な判断と、それに基づく正しい行動が求められます。 

皆さんはこの１年間、クラスあるいは学年の取り組みや様々な経 

験をとおして、一回りも二回りも成長してきたことと思います。各人 

が新たな学年で良いスタートを切れるよう、準備をしっかりとしてく 

ださい。上級学校・学年へと進学・進級する心構えをもち、残りの日 

日をさらに充実したものにできるよう精進してくれることを期待して 

います。 

 

「流言」とはうわさ話やデマのこと。最近でも新型コロナウイルス感染症に伴い、トイレットペーパー

がなくなるといううわさがまことしやかに広まり、お店に長蛇の列ができるようなことも起きています。 

今、生徒のみなさんは臨時休業の最中、無理な外出を控えている状況があります。家の中で、ＳＮＳ

でのやり取りも増えていることでしょう。そんな中、様々な「流言」があるかもしれません。「誰それの悪

口を〇〇さんが言っていた」や「学校の臨時休業が□月□日までになる」などなど。しかし、それを多く

の人に伝えていくことが果たしていいことなのかはよく考えてほしいと思います。 

授業で“Rethink”という言葉も習ったと思います。もう一度振り返ってよく考えて、その言葉を伝

えることが、果たしていい結果をもたらすのかを判断してください。 

うわさやデマが広まる原因は、「不安」「怒り」「善意」と言われています。まさに、現在の新型コロナウ

イルス感染症は、人に「不安」「怒り」「善意」を起こさせる状況を作っています。だからこそ、正しく恐

れ、正しく対処していきましょう。それができるのが「智者」であると思います。みなさんの正しい判断力

で「流言」を止めてくださいね。 

流言は智者に止まる。 
       発行・編集 吹田市立第二中学校 

                  令和２年（2020 年）３月６日 発行 

 吹田市岸部北１丁目 21-1 TEL 06（6388）2031  http://www2.suita.ed.jp/school/jhs/02-daini/ 

かけはし 

教育目標  ○すべての教育活動に人権尊重の精神を貫き個性を伸ばし豊かな人間性を育てる。 
○家庭・地域と連携を図り社会性を培い生きる力を育てる。 

●第３回目の就学援助費が、３／１０（火）に支給されます。ご確認ください。 

●３年生の保護者の方は、卒業時に会計からの返金がありますので、口座を解 

約されませんようにお願いいたします。 

 

事務室より 

７日（火）新 2、3 年 新クラス発表・準備 

小学校 入学式 【地域】 

８日（水）10:00~  入学式 

対面式・始業式 

10 日（金）生徒会オリエンテーション・クラブ紹介 

13 日（月）1ｈ 離任式・食堂開始 

15 日（水）6ｈ 学級懇談会・新ＰＴＡ役員決め 

16 日（木）3 年 全国学力学習状況調査 

        給食開始 

18 日（土）13：00～ ＰＴＡ役員総会 

        14：00～ ＰＴＡ役員会 

        14：30～ ＰＴＡ専門委員会引継 

        15：00～ ＰＴＡ運営委員会 

20 日（月）クラブ一斉登録日 

24 日（金）15：00～ 評価説明会 

        16：00～？3 年進路・修学旅行説明会 

４日（水）３年 公立一般入試出願 

８日（日）子ども野外カーニバル 中止【地域】 

11 日（水）公立一般入試 

13 日（金）卒業式（未定） 

17 日（火）1、2 年 合唱コンクール 中止 

幼稚園 卒園式 【地域】 

18 日（水）小学校 卒業式 【地域】 

23 日（月）支援合同お別れ遠足 中止 

25 日（水）春季休業 

今後、新型コロナウイルス感染症 

対応により、予定等も大きく変更 

することがあります。 

ＨＰ・メールのご確認を願います。 

 

職員室前の廊下に卒業生となる 3年生からの「ありがとうメッセージ」が掲示されています。 

両親へは、お弁当の感謝や自分がやりたいことを後押ししてくれたこと、不安な気持ちになった時に

相談にのってくれたこと。先生方にはうるさかったり、ついついしていた居眠りへの反省、いろんなこと

を教えてくれたこと。地域の方へは、受験の時にカイロをくれたおばあ 

ちゃんのことや、「いってらっしゃい」「おかえり」を言ってくれたこと、 

クラブの時ボールが家に入っても許してくれたことなんかが書かれて 

いました。感謝の気持ちを持つということは周りの人たちを尊重して 

いること。その気持ちが新しい社会で仲間を増やす大きな力となります。 

感謝の気持ちを忘れずに、そしてみなさん、いい思い出をありがとう。 

ありがとうメッセージ 

※ 新型コロナウイルス感染症にあたり、り患者が発生した場合は必ず本校までご連絡お願いします。 

※ 臨時休業中の学習支援のサイトがあります。一度お試しを。文部科学省「子供の学び応援サイト」経済産業省「学びを止めない未来の教室」で検索。 

臨時休業中の情報は、 

メールおよびＨＰの緊急情報欄より 



 

〈４月の主な予定〉  

７日（火）入学式準備・大掃除・新学年クラス発表 

        小学校入学式 

  8 日（水）10:00~入学式 対面式・始業式 

  9 日（木）写真撮影、5，6ｈ身体測定 

 10 日（金）生徒会オリエンテーション・尿検査① 

13 日（月）1ｈ離任式・食堂開始 

14 日（火）１年 心臓検診 1 次 

15 日（水）6ｈ学級懇談・新 PTA 役員決め 

16 日（木）3 年 全国学力学習状況調査 

給食開始 

18 日（土）13：00～ PTA 役員総会・PTA 役員会 

        PTA 専門委員会引継ぎ・PTA 運営委員会 

20 日（月）クラブ一斉登録日 

23 日（木）尿検査②・１年 内科検診 

24 日（金）15：00～ 評価説明会 

        16：00～ 3 年 進路・修学旅行説明会 

30 日（木）13：30～ 2 年 内科検診 

 

〈５月の主な予定〉   

 8 日（金）13：30～ ３年 内科検診 

11 日（月）AM オープンスクール    ～14 日（木） 

14 日（木）放課後学習会       ～20 日（水） 

        9：00～ 眼科検診（抽出） 

15 日（金）15：30～ PTA 総会・オープンスクール 1 日 

20 日（月）６ｈなし・尿検査③ 

21 日（木）1 学期中間テスト     ～22 日（金） 

25 日（月）1 年 家庭訪問期間   ～29 日（金） 

26 日（火） 心臓検診 2 次 

〈11 月の主な予定〉   

2 日（月）3 年 実力テスト 

11 日（水）放課後学習会          ～17 日（火） 

12 日（木）二中ブロック交流会 

18 日（水）2 学期 期末テスト      ～20 日（金） 

 

〈12 月の主な予定〉   

15 日（火）全学年 三者面談     ～22 日（火） 

45 分×５ｈ授業      ～22 日（火） 

24 日（木）2 学期 終業式 

 

〈1 月の主な予定〉   

8 日（金）３学期 始業式 

13 日（水）1，2 年 大阪府チャレンジテスト 

        ３年 実力テスト 

3 年 放課後学習会    ～19 日（火） 

14 日（木）二中体験 DAY 

20 日（水）３年 学年末テスト      ～22 日（金） 

 

〈２月の主な予定〉   

１日（月）二中ブロック交流会 

10 日（水）私立高校入試       ～11 日（木） 

1,2 年 放課後学習会  ～ 16 日（火） 

12 日（金）オープンスクール・新入生保護者説明会 

16 日（火）3 年 三者面談      ～22 日（月） 

17 日（水）1,2 年 学年末テスト    ～19 日（金） 

18 日（木）特別選抜入試       ～19 日（金） 

 

〈３月の主な予定〉   

８日（月）３年 午前授業      ～ 11 日（木） 

 10 日（水）公立一般入試 

 11 日（木）卒業式 予行 

 12 日（金）卒業式 

 24 日（火）修了式 

吹田市立第二中学校 令和２（2020）年度 予定 
※今後変更があります。あくまで、令和 2（202０）年３月６日現在の予定です。 

※日付、曜日等も訂正がある可能性があります。ご留意、ご容赦ください。 

〈６月の主な予定〉   

3 日（水）尿検査④ 

4 日（木）3 年 修学旅行       ～6 日（土） 

8 日（月）3 年 代休 

17 日（水）３年 チャレンジテスト 

放課後学習会         ～23 日（火） 

18 日（木）二中ブロック交流会 

24 日（水）1 学期 期末テスト      ～26 日（金） 

 

〈７月の主な予定〉   

7 日（火）３年 三者面談      ～17 日（金） 

13 日（月）短縮授業          ～18 日（木） 

20 日（月）１学期 終業式 

 

〈８月の主な予定〉   

25 日（火）2 学期 始業式 

28 日（金）第 1 回 実力テスト 

  

〈９月の主な予定〉   

１日（火）人権文化祭 取り組み開始 

(４５分×６ｈ＋１h) ～9 月 1７日（木） 

18 日（金）人権文化祭 

24 日（木）人権文化祭 予備日  

放課後学習会        ～30 日（水） 

 

〈10 月の主な予定〉   

１日（木）２学期 中間テスト      ～2 日（金） 

22 日（木）体育祭  

23 日（金）体育祭 予備日 

26 日（月）体育祭 予々備日 

28 日（水）中学校連合体育大会 


