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進級おめでとうございます！     
                 

                     ～ ３年生のみなさんへ ～    ３学年主任 中嶋 博紀 
 

２６９名の新３年生のみなさん、進級おめでとうございます。３学年職員一同、心からお喜び申し上げ

ます。４／６（月）よりつきみ野中学校の３年生としてのスタートを切りました。 

さて、みなさん、いよいよ最上級生となりました。‘つき中の顔’である３年生の始まりです。青学年の

皆さんが、大きめの制服を着て入学式を迎えた日がつい昨日のようです。この２年間で、勉強や部活動、い

ろいろな行事を通して、心身ともに大きくなりました。この１年でさらに成長していく姿を見ることができ

ると、今から楽しみでしかたがありません。みなさんは、卒業した先輩方から学んだ経験を活かし、学校を

引っ張っていく手本として、このつきみ野中学校を盛り上げていきましょう！新型コロナウイルスの影響で

今、とても大変な時期ですが、まず、この１ケ月間は『離れて、つながる』ことを大切にしたいです。社会

的距離（ｿｰｼｬﾙ・ﾃﾞｨｽﾀﾝｼﾝｸﾞ：具体的には２ｍほどの距離）をとって予防に努めながらも、心は１つにつな

がっていくことが大切だと考えます。そして、この危機を乗り越え、１年後に感動する卒業式を迎えられる

ようみんなで支え合い、がんばりましょう！！ 

また、３年生では、中学卒業後の進路について自分自身と向き合っていく時期となります。詳しくは、今

週の学活で担任の先生からお話がありますが、２年生での反省を踏まえ、得意なことはさらに伸ばし、苦手

なことはコツコツと取り組んでいきましょう。先生たちもあなたたちを全力でサポートしていきたいと思っ

ています。１年間よろしくお願いします。 

≪保護者の皆様へ≫ 

日頃より学校・学年の教育方針にご理解ご協力を賜り、感謝申し上げます。今年度も引き続き、 

「何事にも粘り強く取り組む力」・「協力して課題を解決する力」・「互いに認め合える力」 

の育成を目標として、みんなが愛着を持てる学年づくりに邁進してまいります。子どもたち一人ひとりを大

切にし、良き学年集団をつくり上げていきたいと思います。小さなことでも、気になることや疑問などがご

ざいましたら、学年職員へご連絡ください。丁寧に対応してまいりたいと思います。保護者の皆様のご協力、

ご理解をよろしくお願いいたします。 

 

 ≪４月の主な予定≫ 

４／ ６（月）始業式・入学式 

４／ ７（火）離退任式 ➡ 中止 

４／ ７（火）～４／１９（日）臨時休業期間 

★この期間に登校日が２日間あります。クラスによって分散登校となります。詳しくは裏面をご覧ください。 

４／１０（金）３年生保護者会 ➡ 延期（延期の日程は未定） 

   ４／２７（月）～５／ ７（木）家庭訪問 ➡ 延期（延期の日程は未定） 

※現在の予定ですので、変更もあり得ます。変更については、PS メール、学校ホームページにて 

連絡していきますので、ご確認ください。  

http://www.irasutoya.com/2012/02/blog-post_7952.html
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４／７（火）～４／１７（金）臨時休業期間の登校日（分散登校）について 
［８：４０登校、午前授業（給食なし）１２：００下校予定、持ち物：回収物・宿題・筆記用具］ 

≪登校日の割り振り≫ 

日 月 火 水 木 金 土 

４／５ 

 

 

 

 

６  

始業式 

 

 

 

７ 

休業日 

 

 

 

８ 

休業日 

 

 

 

９ 

登校日 

４組・６組 

 

〖ｸﾞﾗﾝﾄﾞ開放〗 

10 

登校日 

1 組・3 組・5 組 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

登校日 

２組・７組 

 

 

14 

登校日 

４組・６組 

 

 

15 

登校日 

1 組・3 組・5 組 

 

 

16 

登校日 

２組・７組 

 

〖ｸﾞﾗﾝﾄﾞ開放〗 

17 

休業日 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 ※１クラスが２教室に分かれる（Ａ：出席番号１～１９・Ｂ：出席番号２０～３９） 

 

 

 

 

 

★休業期間中の宿題一覧表（提出する日・場所）★ 

教科名 内      容 提出する場所 〆 切 

国語 小６漢字の練習プリント１枚 クラスで回収 １回目の登校日 

数学 ３年生予習プリント クラスで回収 １回目の登校日 

英語 
３年 Lesson１新出単語 

練習プリント１枚 
クラスで回収 １回目の登校日 

 

切 り 取 り 線 

※学年へのメッセージや担任へ伝えたいこと、ご質問等がありましたら、切り取って担任に提出してください。 

         

   組 保護者氏名                   
 
 
 

 

≪４／６（月）の主な配布物≫ 

A：休業期間中の宿題（国語・数学・英語） 

B：保健調査票（白色）  

C：結核健康診断問診票（黄色）  

D：PSメール登録用紙（未登録の方のみ） 

E：検温表 

（検温については、保健便りをご覧ください。） 

F：保健便り 

G：e ライブラリーID・パスワード個票 

H：教科書（国語・公民・数学・理科・英語） 

I：学級連絡網 

≪登校日の提出物≫ 

A：休業期間中の宿題（国語・数学・英語） 

 ※内容は下の表を参照 

B：保健調査票（白色） 

C：結核健康診断問診票（黄色） 

D：PSメール登録用紙（未登録の方のみ） 

E：検温表 



 ３学年職員からメッセージ！ 
 

３年１組担任：岩村 知明（技術） 

進級おめでとうございます。進路選択の年となりました。スタートからすぐに休校になってしまう

のはとても残念です。しかし、時間的な余裕は生まれたと思います。是非今のうちに努力する習慣づ

けをしておきましょう。また、進路先の情報収集をしておきましょう。いつ平常の毎日が始まっても

対応できる準備をしてください。君たちとあたりまえの毎日が過ごせる日を楽しみに、私自身もでき

ることに一生懸命に取り組んでいきたいと思います。 

 

3 年 2 組担任：桒原 雄樹（英語） 

進級おめでとうございます。いよいよ３年生です。何事にも諦めず、一所懸命に取り組んでいきま

しょう。１年間どうぞよろしくお願いします。 

 

３年３組担任：赤松将海（理科） 

進級おめでとうございます。皆さんが、素晴らしい姿で、つきみ野中学校を卒業していくことを期

待しています。僕もまだまだ成長しています。皆さんも成長しましょう！！！ 

 

３年４組担任：小林 菜穂（保健体育） 

進級おめでとうございます。中学校生活、集大成の１年が始まります。みんなの想いと力が集まれ

ば、多くのことは乗り越えられると信じています。日々、できることに前向きに取り組んでいきまし

ょう。3 月に全員で最高の卒業式を迎えられるように、一緒に頑張りましょう。 

 

３年５組担任：府川 純大（国語） 

進級おめでとうございます。今年度も皆さんと一緒に過ごすことができることをとても嬉しく思い

ます。進路についても一緒に考え、しっかりサポートしていきます。何事にも積極的に挑戦できる素

敵な最上級生になれるよう応援しています！ 

 

３年６組担任：武田 カンナ（英語） 

進級おめでとうございます。みなさんと一緒に３年生になることができました。最上級生としてた

くさん成長していく姿を見るのが楽しみです。中学校最後の年に、一緒にたくさんの思い出を作りま

しょう。 

 

３年７組担任：渡邉 礼也（保健体育） 

進級おめでとうございます。最上級生として、つきみ野中学校の顔になりました。 

楽しく充実した１年間を過ごしましょう。かっこいい青学年を目指して頑張りましょう！！！ 

 

3 年副担任：高田 富二雄（社会） 

いよいよ 3年生。大変な事がたくさんありそうですが、最高の卒業式ができるようにみんなで頑 

張っていきましょう。 
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３年副担任：塩原 奎祐（理科） 

はじめまして！光丘中から異動してまいりました塩原奎祐（しおばらけいすけ）です。みなさんの

理科の授業と進路を担当します。この青学年一人一人が希望する進路へと羽ばたけるよう、全力でサ

ポートしていきます。充実した１年にしましょう！よろしくお願いします！ 

 

３年副担任：本家 真由子（美術） 

進級おめでとうございます。みなさんとたくさんのことを学べる事がとても楽しみです。 

１年間よろしくお願いします。 

 

３年副担任：須田 賀津江（国語） 

進級おめでとうございます。桜吹雪の中、いよいよ中学校生活最後の一年がスタートします。今日

から、新しい青学年のメンバーに加わることになりました。国語の授業だけでなくいろいろな場面で、

みなさんと一日一日を大切に歩んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

３学年所属１０組担任：片桐 綾子 

進級おめでとうございます。新しく青学年の仲間に入りました、片桐綾子です。１０組を担当しま

す。みなさんと一緒に過ごすことを楽しみにしてます。よろしくおねがいします！ 

 

３学年所属１０組担任：上田 輝 

進級おめでとうございます。4 月からつきみ野中に来ました“うえだあきら”といいます。 

授業などで関わる場面は少ないかもしれませんが、１年後につきみ野中学校でよかったと 

思えるような素晴らしい１年間にしましょう！よろしくおねがいします！ 

 

令和２年度 第３学年 教科担当者について（敬称略） 

 

                          ★２年生から３年生の違いは・・・ 

                          ①数学の時間は、週３時間➡週４時間に 

変わります。 

                          ②技術、家庭の授業は隔週（２週間につき 

１時間）の授業となります。 

                             ③音楽は、２人の先生が担当します。 

   

                             学習については、休校期間中に課題も 

出ますが、e ライブラリーの活用や教科書 

を使っての予習など家庭学習も計画的に 

進められるとよいと思います。今年一年 

もみんなと共に学んでいきましょう！ 

 

 

 

 

 

301 302 303 304 305 306 307

岩村 桒原 赤松 小林 府川 武田 渡邉

府川 府川 須田 須田 府川 須田 須田

鈴木 高田 高田 高田 鈴木 高田 高田

中嶋 矢野 中嶋 矢野 矢野 中嶋 中嶋

赤松 塩原 赤松 塩原 赤松 塩原 赤松

男 渡邉

女 小林

桒原 桒原 武田 桒原 桒原 武田 武田英語

技術 岩　村

家庭 出　水

渡邉

小林 小林 小林

美術 本　家

坂口・城所

令和２年度　　第３学年　教科担当者一覧　敬称略

4F 3F

学級

担任

国語

社会

数学

理科

音楽

保体

渡邉 渡邉


