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皆さん元気でしたか？臨時休業で、いつもと違う春、いつもと違う新学期…。不安い

っぱいのスタートになってしまいました。先生たちも初めての出来事であり、戸惑うこ

とも多い日々でしたが、皆さんと早く会いたい、一緒に乗り越えていきたい気持ちでい

っぱいです。 

さて、皆さんは今年度が中学校生活最後の年となります。最終学年になった皆さんは、

招提中生のリーダーとして、後輩を引っ張っていかなければなりません。また、卒業後

の進路についても考え、今から進路に向けて確かな準備をしていかなくてはなりません。

自分はもちろん、後輩に対しても、今まで以上に責任を持って行動しなくてはならない

学年になったのです。招提中学校の生徒としてより一層、自覚を持った行動を心がけて

ください。 

そして、今の状況を考えると、いろいろな行事(修学旅行や体育祭など)の日程変更も考

えられます。その時には、皆さんで(心の)「スクラム」組んで取り組み、最高に楽しく、

思い出に残る、招提中学校で過ごす、最後の１年にしていきましょう。 

 

 ＜３年生担当の先生＞ 

１組担任    水口 康子  １組副担任 樫原 昌宏 

２組担任    太田 圭祐  ２組副担任 安東 幸枝 

３組担任    國領 成一  ３組副担任 眞山 千晶 

   支援学級担任  杉村 明慶 

 

＜各教科の先生＞ 

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 技家 保体 英語 

國領 水口 安東 樫原 菊本 伊田 松原 
太田 

三上 
眞山・阿部 

今後の登校日の際の重要事項 

 

１． 登校前に体温を測り、本日配布した生活記録カードに記入し

て学校に持って来て机の上に出しておく。 

２． 発熱があるなど、体調が悪い場合は登校しない。登校できな

い場合は今までどうり学校に連絡する。 

３． 登校したら、手洗い→教室(自教室や英語教室など)に入る前

に消毒する。 

 

注意：手洗い→入室前・トイレの使用後・帰宅時 

：咳エチケット→咳やくしゃみが出るときはティッシュ・ハ

ンカチ・袖で、口・鼻を覆う。マスクを着用する。ない場合

は手作りマスクをつくるなど、できる限り工夫をすること。 

 

保護者のみなさまへ 

例年でしたら最初に保護者会(修学旅行や進路についてなど)の

日程などをお知らせするところなのですが、お伝えすることができないこ

とが多く、申し訳ありません。決まり次第、この「スクラム」を通してお伝

えしていきます。ぜひとも、目を通してくださいますようお願いします。「学

校からのプリントないの？」の声掛けもお忘れなく！ 

※お願い 住所や緊急連絡先電話番号などの変更がある場合

はご連絡ください。また、ミルメールの登録がまだの方は登録をお願いし

ます。学校ＨＰも随時ご覧ください。 

 

 

※本日配布したもの 

・図書カード(紙)  ・マスク１枚  ・給食こんだて表 

・生活記録カード  ・生徒手帳   ・学校だより 

・学年通信      ・学級通信   ・保健だより 

・臨時休業期間の課題一覧  ・招提中学校のきまり 

 

 

 

裏面に続く 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillust-stock.com%2Fframe-koinobori-syoubu&psig=AOvVaw0nO7KUNGllOjhzM5mwY-0J&ust=1589239605879000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjXge-4qukCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillustimage.com%2F%3Fid%3D190&psig=AOvVaw3uQvx3pIfW3BOiP4Ny0JZH&ust=1589239427687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDWyo24qukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fframe-illust.com%2F%3Fp%3D6950&psig=AOvVaw0nO7KUNGllOjhzM5mwY-0J&ust=1589239605879000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjXge-4qukCFQAAAAAdAAAAABAE


＜各教科 最初の授業で持ってくる物＞   しばらくの間は学校には置けません。 

３年生 １８（月）～登校日の２５分授業の持ち物 

 

※5月 15日〆切の就学援助の書類は 18日でも対応できます。 

 

臨時登校期間中、先生たちはみなさんとじっくりお話をする時間がなかなか取れませ

ん。何か、不安なことや困ったこと、聞いて欲しいことがあれば下の表の教員が中心と

なり電話対応しますので、いつでも連絡してください。(070-2299-4258 3年直通) 

日付 9:00～12:00 1:00～4:00 日付 9:00～12:00 1:00～4:00 

5/13(水) 國領先生 安東先生 5/21(木) 樫原先生 太田先生 

5/14(木) 樫原先生 水口先生 5/26(火) 太田先生 國領先生 

5/15(金) 水口先生 太田先生 5/28(木) 安東先生 水口先生 

5/19(火) 國領先生 安東先生 
 

2020.5.8.

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

英語Ｂ 英語Ｅ 英語Ｂ 英語Ｅ

１８日　月 1 社会　水口 数学　安東 ２５日　月 1 音楽　菊本

１組 2 数学　安東 社会　水口 １組 2 社会　水口

8：30～ 3 理科　樫原 英語　眞山 8：30～ 3 社会　水口

4 英語　眞山 理科　樫原 4 音楽　菊本

１８日　月 1 社会　水口 数学　安東 ２５日　月 1 音楽　菊本

２組 2 数学　安東 社会　水口 ２組 2 社会　水口

13：00～ 3 理科　樫原 英語　眞山 13：00～ 3 社会　水口

4 英語　眞山 理科　樫原 4 音楽　菊本

２０日　水 1 社会　水口 数学　安東 ２７日　水 1 音楽　菊本

３組 2 数学　安東 社会　水口 ３組 2 社会　水口

8：30～ 3 理科　樫原 英語　眞山 8：30～ 3 社会　水口

4 英語　眞山 理科　樫原 4 音楽　菊本

２０日　水 1 技術　松原 ２７日　水 1 国語　國領 数学　安東

１組 2 国語　國領 １組 2 数学　安東 国語　國領

13：00～ 3 国語　國領 13：00～ 3 英語　眞山 理科　樫原

4 技術　松原 4 理科　樫原 英語　眞山

２２日　金 1 技術　松原 ２９日　金 1 国語　國領 数学　安東

２組 2 国語　國領 ２組 2 数学　安東 国語　國領

8：30～ 3 国語　國領 8：30～ 3 英語　眞山 理科　樫原

4 技術　松原 4 理科　樫原 英語　眞山

２２日　金 1 技術　松原 ２９日　金 1 国語　國領 数学　安東

３組 2 国語　國領 ３組 2 数学　安東 国語　國領

13：00～ 3 国語　國領 13：00～ 3 英語　眞山 理科　樫原

4 技術　松原 4 理科　樫原 英語　眞山

1 1

2 2

3 3

4 4

美術　伊田

9：30～9：55 14：00～14：25

10：00～10：25 14：30～14：55

予鈴　8：25 予鈴　12：55

9：00～9：25 13：30～13：55

３年生の登校日と時間割

午前の時間 午後の時間

8：30～8：55 13：00～13：25

体育

太田・三上

体育

太田・三上

体育

太田・三上

体育

太田・三上

体育

太田・三上

体育

太田・三上

美術　伊田

美術　伊田

美術　伊田

美術　伊田

美術　伊田

教 科 持ち物（提出物） 場所（特別教室など） 

国 語 

・教科書            

・漢字プリント１～４ 

・課題１（大和の表紙）   

・課題２を貼った教科書 

 

数 学 ・課題(確率)の冊子 ・２年生の教科書  

理 科 
・春休みの宿題冊子 

・２年の教科書 
理科室１ 

社 会 
･歴史の教科書     ・資料集 

・休校中の課題冊子（４冊） 
 

英 語 

・３年生の英語の教科書 

・３年生で使用するつもりのノート 

・休校中の冊子 

 

技術・家庭 ･休校中の課題  

美 術 

・課題プリント「鑑賞学習」， 

「図法の学習」 

・教科書「美術２・３年下」，「美術資料」 

・筆記用具，定規 

美術室 

音 楽 

・教科書２・３年上，２・３年下 

・筆記用具 

・休校中の課題 

音楽室 

保健体育 ＜男女＞ 体操服，体育館シューズ 
グランド 

雨天時→体育館 


