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いよいよ学校再開へ！ 
                 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ３年生生徒・保護者のみなさまへ ～ 
３学年主任 中嶋 博紀 

 ５月も終わりに近づき、緑が鮮やかな季節へと移ってきました。依然として、休校期間が継続していま

すが、先週、５／２０（水）の課題返却日には、多くのみなさんが返却物を受け取りにきてくれました。

いつの間にか、身長が伸びていたり、元気な姿を見せてくれたり、私たちも会えてとても嬉しくなりまし

た。 

今日から段階的に学校を再開していくために、教育相談を実施しています。それに加え、３年生は、 

５／２８（木）から学校再開に向けた分散登校を予定しています。ついては、感染症拡大防止対策として、

登下校時や校内での「３つの密」を回避するため、分散隔日登校、分散２部制登校日、一斉短縮登校を順

次展開する予定です。詳しい日程及び日課については、裏面をご覧ください。 

 さて、５／２８（木）２９（金）の登校では、学活を３時間行います。新しい生活様式について理解を

深めたり、今までの生活を振り返り今後の目標を考えたりしていこうと思います。また、３年生というこ

とで進路選択に向け学習面や今後の進路決定までの日程などを確認していきます。来週からは少しずつ授

業も始まります。 

多くの人が不安に思う現状ではありますが、全力で３月の卒業へ向けて、今できることを我々も考えて

いきます。この状況の中でも、生徒１人ひとりが安全に安心して毎日生活していくために、みんなが一人

を大切に、一人がみんなを大切にする行動や思いやることが大切だと思います。私たち３年職員一同、誠

心誠意対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。                      

 

●今後の予定（５／２５（月）現在ですので、変更もあります。） 

５／２５（月）～２７（水） 教育相談分散登校 

５／２８（木） （３年生全クラスの出席番号）奇数の生徒の分散登校  

 ５／２９（金） （３年生全クラスの出席番号）偶数の生徒の分散登校       

 ６／ １（月） （３年生全クラスの出席番号）奇数の生徒の分散登校 

 ６／ ２（火） （３年生全クラスの出席番号）偶数の生徒の分散登校 

 ６／ ３（水） （３年生全クラスの出席番号）奇数の生徒の分散登校 

 ６／ ４（木） （３年生全クラスの出席番号）偶数の生徒の分散登校 

 ６／ ５（金） 【AM】 ８：４０登校（３年生全クラスの出席番号）奇数の生徒の分散登校 

【PM】１３：１５登校（３年生全クラスの出席番号）偶数の生徒の分散登校 

※これ以降の予定は、わかり次第お知らせします。 

 

 

 



≪今後２週間の詳しい予定≫ 

日 付 登校予定 持ち物 

５／２５（月） 教育相談登校 □５／１１配布の課題 

□結核問診表、健康の記録 

□進路アンケート 

５／２６（火） 教育相談登校 

５／２７（水） 教育相談登校 

５／２８（木） 

出席番号奇数の生徒のみ登校 

５／２９（金） 

出席番号偶数の生徒のみ登校 

①学活：今後の生活について 

②学活：進路学習 

③学活：新しい生活様式について 

１１：４５下校予定 

□検温表 

□未提出の提出物 

□筆記用具 

□体育館シューズ 

５／３０（土）   

５／３１（日）   

６／ １（月） 

出席番号奇数の生徒のみ登校 

６／ ２（火） 

出席番号偶数の生徒のみ登校 

①学活：「これからの生活を考えよう」 

②学活：授業 

③学活：「班ノートでリレーしよう」 

１１：４５下校予定 

□(５／２５～２７配布の) 

 社会・数学・英語の課題 

□検温表 

６／ ３（水） 

出席番号奇数の生徒のみ登校 

６／ ４（木） 

出席番号偶数の生徒のみ登校 

①学活：「１年後の自分に向けた手紙を書こう」 

②学活：授業 

③学活：授業 

１１：４５下校予定 

 (５／２５～２７配布の) 

□検温表 

６／ ５（金） 

時間割授業開始 

午前：出席番号奇数の生徒 

午後：出席番号偶数の生徒 

【午前】8:40登校 

①火１の時間割 

②火１の時間割 

③火１の時間割 

１１：４０下校予定 

【午後】13：15登校 

①火１の時間割 

②火２の時間割 

③火３の時間割 

１６：１５下校予定 

 (５／２５～２７配布の) 

□理科の課題 

□検温表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪登校について学校からのお願い ～安全な学校生活を送るために～≫ 

（１）６／８（月）は、出席番号偶数の生徒は午前登校、出席番号奇数の生徒は午後登校となります。 

以降は、午前登校と午後登校が入れ替わりながら、半日授業の日が続きます。 

（２）登校する日は、毎朝検温をお願いします。 

（３）登校する際は、マスク着用、ハンカチ・ティッシュ・水筒持参をお願いいたします。 

（４）欠席される場合は、必ず学校までご連絡をお願いいたします。（学校電話番号：２７４－１７２８） 

 

≪6 月の予定についてのお知らせ≫ 

（１）3年生保護者会は、6／２５（木）１５：００～実施予定です。詳しくは、別紙をご覧ください。 

（２）6月に予定されていた 1学期期末試験は 7月中旬へ延期します。決定次第お知らせします。 

（３）7月上旬に予定されていた三者面談は、７月下旬へ延期します。決定次第お知らせします。 



≪日課表≫ ３時間授業 ４５分（給食なし） 

 ５／２８（木）～６／４（木）の時程 

登校 ８：４０ 

朝学活 ８：４０～ ８：５０ 

１校時 ８：５５～ ９：４０ 

２校時 ９：５０～１０：３５ 

３校時 １０：４５～１１：３０ 

帰り学活 １１：３５～１１：４５ 

最終下校時刻 １２：００ 

 

≪日課表≫ ３時間授業 ４５分（給食なし） ６／５（金）～６／１２（金）の時程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★５／２５（月）～２７（水） 配布物一覧表★ 

Ａ：各教科課題 

（６教科） 

国語：♯家で漢字テストプリント№1＆2（１枚） 

社会：プリント１枚（Ａ３） 

数学：３年生予習学習プリント②(式の展開,Ａ３ １枚) 

理科：復習 一問一答 Ver.1年生（冊子） 

英語：Lesson1 GET (P.6) の予習 

：Q&Aと訳のプリント(A5 サイズ) 

美術:篆刻
てんこく

プリント１枚・篆刻
てんこく

書体見本 

Ｂ：お知らせ関係 ・就学援助申請の締め切りに関するお知らせ（申請される方は５／２９（金）まで） 

・６月保護者会について（出欠票は６／１１（木）まで） 

・ＰＴＡ総会について（委任状は６／１（月）、６／２（火）まで） 

・保健便り 臨時号 

 

 

 

 

 

 

午前の部 午後の部 

登校 ８：４０ 登校 １３：１５ 

朝学活 ８：４０～ ８：５０ 朝学活 １３：１５～１３：２５ 

１校時 ８：５５～ ９：４０ １校時 １３：３０～１４：１５ 

２校時 ９：５０～１０：３５ ２校時 １４：２５～１５：１０ 

３校時 １０：４５～１１：３０ ３校時 １５：２０～１６：０５ 

帰り学活 １１：３５～１１：４０ 帰り学活 １６：１０～１６：１５ 

最終下校時刻 １１：５５ 最終下校時刻 １６：３０ 



★５／２５（月）～２７（水） 課題一覧表（提出する日・場所）★ 

教科名 内      容 提出する場所 〆 切 

国語 

・♯家で漢字テストプリント№1＆2（１枚） 

→今年度は授業で毎週の漢字テストは当面

行いません。各自定期試験に向けて勉強しま

しょう。（点数は成績に含みません） 

国語科担当に提出 ６月最初の 

国語の授業 

社会 
・プリント１枚（A３） 

前のやり方と一緒。裏に答えあり。 

教室の配膳台の上 ６月５日（金） 

数学 

・３年生予習学習プリント②(式の展開) 

※答えはプリントに記入しよう！ 

・(できる余裕がある人は)３年数学５分間テスト② 

※ホームページにアップされているので、できる人

は、ノートに１日１回ずつ取り組もう！ 

※５分間テスト②の解答は、随時、学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

にｱｯﾌﾟします！ 

３年生予習学習プリント②

(式の展開)のみ提出です！ 

➡教室の配膳台の上へ 

奇数６月１日 

偶数６月２日 

理科 復習 一問一答 Ver.1 年生（冊子） 
クラスで出席番号順に並べ

て、塩原 or赤松へ直接提出 

６月５日（金） 

英語 

・Lesson1 GET (P.6) の予習 

・Q&A と訳のプリント(A5 サイズ) 

※いつもノートに貼っているプリントです 

（・Lesson2 Readと L3 GET1,2 の単語練習＆

小テスト） 

https://quizlet.com/_8eihc9?x=1qqt&i=2tj9er 

https://quizlet.com/_8eyq01?x=1qqt&i=2tj9er 

※ホームページに授業動画がアップされていますの

で、ぜひ見てください！ 

「プリント」をノートに貼

り、ノートを提出 

奇数６月１日 

偶数６月２日 

美術 

篆刻プリント１枚・篆刻書体見本 

※名前の文字が篆刻書体見本にない場合、先

生に聞きに来てください。 

篆刻プリントのみ提出 １回目の美術の

授業 

 

 

●学校からのお願い 

 今後の予定や学校からのお知らせ等についてＰＳメールでの連絡を行っています。 

登録がまだの方は是非ご登録よろしくお願いします。また、学校ホームページで、 

学習課題や学習動画を掲載しています。随時更新しておりますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_8eihc9?x=1qqt&i=2tj9er
https://quizlet.com/_8eyq01?x=1qqt&i=2tj9er

