学校と家庭とを結ぶ学年通信
明石市立江井島中学校 第２学年

～

合言葉は「みんなでみんなを！」～

20２０年

５月26日ＮＯ，1２

★『４３回生 お家で・・・しています！』 を紹介します ② ★
★学校の授業を受けているように、１時間
目の時間に始めて、１０分休憩して、また
始めることにしています。
（１組
）
★家でアニメを見たり、本を読んだりして
います。たまに外に散歩に出たりして気分
を晴らしています。新しい本も買いに行け
なくて早く落ち着いて買いに行きたいで
す。それでも本を読むのは楽しくて何度も
読んでいます。
（１組
）
★僕は筋トレをしています。こんな長い期
間家
にいると、また部活が始まった時
にしんどくなるからです。あと少しなのでがんばりたいです。（１組
）
★課題をやるぞって思っても、ついついスマホをさわってしまいます。ぜんぜん進みません。
僕は体操があるので、運動は十分しています。（１組
）
★夜おそくまで起きておくことです。真夜中の方が誰もいなくて集中できるからです。それに
真夜中のテレビ番組もおもしろいからです。
（１組
）
★課題をひたすらやっています。１日１教科という目標を立てて、毎日３～４時間頑張ってい
ます。でもそろそろ勉強量を減らしていいと思います。最後に一言・・・課題多すぎ！！
（１組
）
★僕はこの休校期間中これといった特別なことはしてなく、午前中はゴロゴロして、午後から
課題をするという生活です。（１組
）

★私はお家でお菓子作りをしています。たまに外でバトミントンをしています。早く先生方や
みんなに会って話がしたいです。また会えるのを楽しみにしています。それまでに勉強・運
動がんばります！（１組
）

★普段 時間がなくてできなかったお菓子作りをしています。琥珀糖やチョコスコーン、ベー
グル、プレッツェルなど、沢山作りました。自分で点てた抹茶と一緒にお菓子を食べると憂
鬱な気分も吹き飛ばしてくれます。（１組
）
★私がこの自粛期間でやっていることは、新しい曲を耳コピでピアノにうつしてひくことです。
普段できないことができるので、時間をかけて完璧にしたいと思い、この期間に始めました。
音と音がはまった瞬間がたまらなく気持ちよくて時間を忘れていつまでもやっていられま
す。沈んだ気持ちもあがるので、これからも続けていきたいです。
（１組
）
★家でストレッチやボールを使ったり、筋トレをしています。学校が始まってもある程度動け
るようにしています。学習は毎日するようにしています。（２組
）
★学校のある日はなかなかできない家事を手伝っています。久しぶりにゲームもやり始めて大
分ゆっくりできていると思います。（２組
）
★決めた課題をしたら部屋の掃除やゲームや動画を見たりする。いつもやろうと思ってできな
かったお気に入りのレシピを紙に写してファイルにまとめるということを休校期間中にで
きました。
（２組
）
★普段学校のある時よりも母の家事の手伝いをしています。特に洗い物や洗濯をしています。
お昼ごはんはお母さんが作ってくれる時もありますが、自分で作るようにもなりました。あ
とは筋トレもしています。
（２組
）
★柔軟運動を毎日しています。ちょっとずつ柔らかくなってきているから、やりがいがあるし
楽しいです。（２組
）
★久しぶりにお菓子をつくりました。
（２組

）

★ず～っと家で午前中に課題をして、午後からはゲームをしたり、外でまったりしています。
（２組
）
★勉強をしたり、テレビを見たりしています。（２組
）
★僕は家で勉強しています。（２組

）

★やっぱずっと家にいるわけなんで、あんまり体を動かす機会がありません。久しぶりにひざ
が痛い～。生活習慣もちょっとずつ乱れてきましたし、体内時計も狂います。普段はゆっく
り課題をし、夜はテレビを見るだけです。とても退屈でテニスがしたいです。
（２組
）
★僕は臨時休校中は、ゲームと勉強をしています。ゲームで負けたりしたらとてもイライラし
ますが、その分寝る時間があるのでいっぱい寝てすっきりしています。毎日とても暇だから
早く学校に行きたいです。
（２組
）

★僕は家でプラモデルをやっています。一回やってみたいことがあって、それは「プラモデル
のスミ入れ」です。父が「スミ入れてたほうがかっこいいで」と言っていたので、今作って
いるのが完成したらスミ入れをしてみたいです。
（２組
）

★姉がお菓子作りにはまってしまったので、生地や生クリームを混ぜる手伝いをたくさんしま
した。できあがったお菓子はとてもおいしかったです。
（３組
）

★ニンテンドースイッチのリングフィットアドベンチャーというゲームで運動したり、弟とご
はん（焼きそばやカレーなど）を作ったりしています。Ｈｕｌｕでアニメを見たりしていま
す。宿題もしています。（２組
）

★塾で、ズームというアプリを使って授業をしています。ゲームもしています。
（３組
）
★僕は家で自分の部屋の掃除をしています。自分の部屋を掃除すると、いらないものがたくさ
ん出てきて自分の部屋がきれいになりました。（３組
）

★僕は夜ごはんの時に味噌汁を作っています。味噌をやさしくといでいます。家族みんながぼ
くの味噌汁をおいしいと言ってくれてうれしいです。今度はいろんな種類のスープを作って
いこうと思います。
（２組
）

★本を読んで過ごしています。本といっても小説はあまり持っていないので漫画を読んでいま
す。同じ漫画を何度も何度も見ることによって、今まで気づかなかったことに気づけるので
おもしろいです。（３組
）

★僕は主に家で手伝いをしています。運動しないといけないけど、外に出るわけにもいかない
ので、手伝いをして体を動かしています。休校期間に新しく始めたことは、料理です。大き
くなって一人暮らしをすると、どうしても必要なことなのでがんばっています。
（２組
）
★長くて１６時間寝たり、久しぶりに映画を借りて見ています。あとは You tube ゲーム ゲ
ームゲーム 勉強 勉強 ゲームという形で過ごしちゃってます。
（２組
）

★僕は家でゲームをしています。あとは父の休みの日にサイクリングに行ってます。
（３組
）
★今は課題が全然進みません。特に読書感想文の本を読むのが大変です。読むのが遅いので苦
手です。作文系とノートに書く系が無理です。よくやっていることはゲームとスマホをいじ
ることで、今、足を怪我していて、外で遊んだりボールをけったりできないので、よけいに
暇です。
（３組
）

★「はずる」という立体のパズルをしています。
まだはずせていなくてとても悔しいです。ほかに
もお母さんが見ているドラマを見たり、漫画を何
回も読み返したりしています。また勉強もしっか
り頑張っていきたいです。
（２組
）

★今は勉強してからゲームをして、夕方くらいに運動しています。家の手伝いをしてから寝て
います。
（３組
）

★お家でしていることは、ゲームをしたり、You
tube を見たり、勉強して、オンライン授業も
して、寝て、走って、映画
を見たりしてい
ます。リフティングも。（２組
）

★私はもともとアニメ・マンガが好きだったので、家ではアニメやマンガを見ています。今見
ているのは「約束のネバーランド」
「鬼滅の刃」を見ています。家の中で本を読む時間が増え
たのでとてもうれしいです。（３組
）

★私は勉強机や自分の部屋の掃除をしています。
たまに幼稚園のときに書いた手紙や、小学校１年生の時の初めての算数ノートなど、思い出
の物が出てきました。この長い休みを有効活用して、部屋をきれいにします。そして２年生、
気持ちを新たに頑張りたいです。 （２組
）
★前より家の手伝いが多くなり、晴れの日には家の周りを走っています。（３組

）

★僕はお家で課題とゲームをしています。計画を立てて課題はしているので、午後からはずっ
とゲームをしています。あとは友達と電話をしています。あとちょっとで学校かもしれない
ので、あともう少しだけ、外に出るのを控えるようにしよう！（３組
）

★庭でウォーキングや縄跳びをしています。トランペットの練習をしています。ストレス発散
のため歌を歌っています。
（３組
）

★私は家で勉強したり、朝などに料理をしています。時間のある時は、父と家の前の海で「つ
り」をしています。たまに海で泳いで体を動かすことも！でも学校に行けないから勉強に遅
れるなどの不安もあるので、早く学校に行きたいです。今の時期、いろんな生き物がいるの
で、ぜひ海が近い人は体験してみてくださいね！（３組
）
★家の壁がうすうす汚れていたので、家族で協力して白いペンキを塗りました。すると明るく
なって気持ちよかったです。ちなみに壁を塗るのに３日かかりました。
（３組
）
★私は家で柔軟運動やピアノの練習をしています。柔軟運動にはふだん毎日続けることが出来
ていないので、時間があるこの時期に習慣づけしたいです。
（３組
）

以下 匿名希望の人からのメッセージです。
★宿題をしたり、パソコンをいじったりしています。
★勉強を毎日しています。しんどいです。つかれました。勉強がひと段落したらダンスを踊っ
ています。とっても楽しいので気分が晴れます。大変だけど乗り越えましょう！
★漫画を読んでいます。漫画といえば男の人が読むようなものを想像するかもしれませんが、
女の私が読んでみて面白かったのは「メイドインアビス」です。漫画は読む人を笑わせるよ
うなものや主人公一つひとつに考えさせられるようなものがあり、私は漫画にはまってしま
いました。ただ、勉強に差し支えないぐらいにとどめておきたいです。
★私は運動部なので体を動かさないといけないけど、コロナのために外にあまり出られないの
で、家で３０分踊るとやせるという噂のハンドクラップをやっています。３０分後には汗も
かき、特に太ももがやせるのが実感できるので、すごくオススメです！
★あまり人がいないところで散歩しています。やっぱり外は気持ちが良いです。お菓子作りも
しています。８割失敗します。
★ぼくは毎日お家でテレビ電話を野球のグループとか友達とやっています。しかし、外に出ら
れないから話すネタがなくなってきているので、一緒に課題をしたりします。早くみんなと
野球をしたいです。
★僕は家で筋トレや読書をしています。筋トレはテレビで NHK の筋肉体操を見て、めっちゃ
きついスクワットとか腹筋をしています。読書は内田康夫さんの「須磨明石殺人事件」を読
んだり、半沢直樹を読んだりしています。
★少しずつしていた韓国語を本格的にしています！
★私はズンバをしています。けっこう思っているよりも汗が出ていい運動だなぁと思い、毎日
続けています。晴れている日は、海岸まで歩きに行ったりして時間をつぶしています。
★「ストレッチ」です。人生で１回でいいから１８０度開
脚をしてみたいので、毎日しています。

★食べ物を作ったりしています。少し前に僕は「肉まん」を作り
ました。家族に食べてもらったけど、皮が厚いと言われたりし
て難しかったけど、良い気分転換になりました。肉まんに限ら
ずお菓子作りも楽しいので、やってみてください。
★DVD を見ています。
★時間がたくさんあるので前からしたかった「編曲」をしています。東京スカパラの「美しく
燃える森」です。父がボーカルトとドラム、母はリコーダーで、妹にはキーボードをしても
らいます。僕はピアノとキーボードの内臓音のトランペットをしています。一番大変だった
のが、聞いた音を楽譜に写すところです。弟には踊ってもらいます。うまくできたらピアノ
の先生に送ります。
★お家のお部屋のイメチェンと兄弟たちと BTS の曲に合わせてダンスを踊って、少しストレ
ス発散をしています。お部屋のイメチェンをすることによって、気分が上がり、兄弟たちと
ダンスを踊ると適度な汗が出ていい運動になります。皆さんもぜひやってみてください！
★私は普段家でテレビを見たりしています。何を見ているかというと Amazon プライムがあ
るので、今流行りの「鬼滅の刃」とかいろんなアニメや映画を見たりしています。たまに気
晴らしにお菓子を作ったりしています。最近はフルーツポンチを作りました。
★課題を進めています。また追加されないかと不安で仕方がない日々を送っています。もうこ
の生活になれてしまったので、学校が再開されたとき生活リズムが戻るか不安です。なので、
早寝早起きをしっかりして徐々に戻していきたいです。
★私は家で「お菓子作り」をしています。暇な時とかに家にある材料でいろいろなお菓子が簡
単に作れるので楽しいです。きれいに盛り付けとかもできると、よりいっそう楽しいので時
間がある時にしてみてください。
★家でいろんなドラマや映画を見ています。

★僕はお家でひまわりを育てています。始めたきっかけ
は、テレビで植物を種から育てるのが流行っていると聞
き、暇だしやってみようと思ったからです。日に日に育つ
ところを絵日記にして書いたり、今までにやったことのな
いことに挑戦しています。新しいことをやるのはとても楽
しくリラックスにもなると思うので、テレビやネットで見
つけた楽しく過ごす方法などいろいろ試してみてくださ
い！

★課題を少しだけやった後に、ずっとゲームをしています。
★休校期間中は主に課題ばかりしています。ふだんこんなに勉強しないのですごく疲れます。
息抜きに家の階段を走ったりしていますが、すごく体力が落ちているなと思いました。みん
なも家でもしっかり運動しないと休校期間が終わった後が大変ですよ。

★「料理」です。手伝いや誰かと一緒に料理をすることはあったけど、すべて自分一人でした
ことは今までありませんでした。すごく大変で思うようにできなくて、途中でやめたくなり
ました。お母さんがご飯を作ってくれる有難さがよくわかりました。でもおいしいと言って
もらえるとすごくうれしくなるので、これからもたまにはしたいです。時間があって、料理
を１人でしたことがない人は挑戦してみてください。
★草ぬきをしています。学校がある日は部活とかがあって、帰るのが遅いので、どれだけ草が
生えているのかわからなかったけど、この休校中に庭を見るとけっこう草が生えていたので
びっくりしました。

★家でゲームと課題をやっています。それ以外は特にないです。
★自分の部屋でだらけています。今は辛い時期だけど、頑張りましょう！

5 月 28 日（木）の予定
登校時刻：８：１５校門通過
服 装：合服

★私は自粛中、特にすることもなかったので、昔やっていたドラマや映画を見ています。映画
では「新感染 ファイナルエクスプレス」というものを見ました。高速鉄道の車両内で謎の
感染爆発が起こり、
「生き残るか 感染するか」の状況で、友情や愛情が見えてきて、とても
おもしろかったです。興味がある人はぜひ見てみてください！

８：２０

着席完了

（個人写真撮影のため服装をそろえます。）

持ち物：・あゆみ ・筆記具 ・健康観察票 （5 月 27 日までの分） ・自習の用意
・アンケート（生徒用・保護者用 各 1 枚。右上に 5 月 27 日返送用と書かれた分）
・今までに提出できていない課題等

・6 月 1 日に提出する課題ができている人は出してもよい。
★家にいる間、ネットと猫とたわむれることしかしてない人です。あ、
あとちょっと宿題も。この休校が終わって授業についていけるように最
低限のことはがんばっています。最低限は当たり前ですけどね。遅れな
いようにがんばります。みなさんも勉強に遅れないようにがんばってく
ださい！

・学年通信７「４３回生
内 容：

①ＨＲ ②ＨＲ（個人写真撮影） ③学年集会
※写真の撮影にむけて身だしなみを整えておきましょう。

その他：１１：３０頃
★私は前よりも家の手伝いをよくするようになりました。掃除や洗濯、ご飯作りなどを自分か
らしています。前までもしていたけれど、洗濯を干すことや掃除をするのはあまりやってな
かったので、休校期間中やろうと思ったので、最近やっています。
★ずっとだらだらしていて、昼まで寝ていたり、ゲームをいっぱいしています。たまに外を走
ったりしています。最近は食欲がなくなってきています。運動不足、勉強不足を痛感してい
ます。学校に行ってないとなかなかモチベーションが上がりません。来週からがんばろうと
思います。
★しいたけ栽培キットで楽しんでいます。毎日霧吹きで水をあげると 8 日ほどで生え始め信じ
られないくらいの量のしいたけを収穫中です。今日で 38 個目です。家にいる時間が長いた
めか人気上昇中で、なんと今は品切れのようです。
★僕は友だちとちがうクラスで、なかなか話したりできなかったけど、話す時間が長くなって
さらに仲良くなれたと思う。
★段ボールで物を作っています。
★ずっと寝ておきて、オンライン授業をして、ゲームして、オンライン授業をしています。
風船で遊ぶのにはまっています。

お家で・・・しています！コーナー」
（まだの人）

下校予定

