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村山明生

義務教育最後のこの一年、どうぞよろしくお願いします！
３年Ａ組担任

３年学年担任
おくむら り え

①奥 村理恵
②音楽
③中学３年、習い事や受
験勉強に励みながらも、
バンドブームに乗っかり
エレキギターを購入して
もらい、楽しんでいたこと
を思い出します。皆さん
の進路実現に向けて、力
となれるよう頑張ります。
どうぞよろしくお願いしま
す。

はっとりかずあき

①服 部和 晃 ②理科
③担任をしていただいた高
濱先生は、理科の先生で、
今でも理科の会でお世話に
なっています。周りの影響
を受けながら、人は自分ら
しさが出てきます。周りの
人を大切にして、未来の自
分も大切にしましょう。

３年団紹介
①名前
②教科
③中３の思い出＆
一言

①上 川 寛子 ②国語
③３年生といえども、のんび
り部活や学校生活を楽しんで
いました。入試間近の学活で
球技大会をしたいと先生方に
提案し、
「時期を考えなさい。」
と注意されたような覚えがあ
ります。３年最後の試合の後、
学校のプールで泳ぎながらと
ても寂しい気持ちになったこ
とも覚えています。この１年
ともにがんばりたいですね。
よろしくお願いします。

①木村信一郎
②美術
③中３のときはトイレ掃除
を頑張りました。便器を指
でふれて「これはまだだ！」
と言われるほど担任の先生
が熱心な先生だったので、
次こそは一発合格するぞ！
と励んでいました。本当か
どうかわかりませんが、ト
イレ掃除を毎日する人は幸
せになれるそうです。また
皆さんと１年間を過ごせる
ことがうれしいです。よろ
しくお願いします。

３年Ｂ組担任
ながはら ま す お

３年Ｃ組担任
かみかわひろ こ

３年Ｄ組担任
き むらしんいちろう

３年学年主任
むらやまあき お

①村山明生
②社会科
③３年５組担任引地勘治
先生の口癖は、「怠けん
な、ふざけんな、格好つ
けんな」でした。引地先
生には大変苦労をかけま
した。（私の恩師）
月並みですが、１３２
人が笑顔で卒業するため
に頑張ります。

①永原益穂
②数学
③常に物事をじっくり考
えていたことを思い出し
ます。夜空を眺めて星々
の輝きの神秘さに心を打
たれつつも、なぜそのよ
うに輝き続けるのか、目
的があるのか、何のため
に…。今でも熟考にこだ
わりをもっています。
みなさんの進路実現に
向けて助力します。一年
間、どうぞよろしくお願
いします。

今年の学年だよりタイトルもＳｔｅｐにしました。みなさんの人生において大きなステッ
プとなる１年間になることを願っています。日々できることを地道にコツコツ続けていき
ましょう。
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火 ）の連絡
明日（４／９○

➊限 学活（学級びらき①）…みんなの自己紹介
❷限 学活（学年びらき）…３年団の先生の自己紹介
10:35 ～ 10:50 掃除（新しい掃除場所）
10:55 ～ 11:05 終学活・イス搬入
11:30 ～ 12:00 式練習 終了後、弁当
13:30 ～ 14:00 入学式 終了後下校（JR 上り 14:30，14:59・下り 15:05）
（徒歩通学の生徒は、14:45 まで武道館の片付けボランティアをお願いします。）
※持ち物は、□生活ノート □筆記用具 □朝読の本 □弁当 □各種提出物

主な行事予定
４

月

５ 月
１（水）新天皇即位式
２（木）国民の休日
３（金）憲法記念日

８（月）○着任式・始業式
９（火）○入学式
１０（水）◎対面式
１１（木）◎学級役員選挙
１２（金）◎

６（月）振替休日
７（火）振替休業日
８（水）◎
９（木）※中教振一斉部会
１０（金）◎

１５（月）◎認証式・部活オリ
１６（火）◎
１７（水）◎
１８（木）◎全国学力学習状況調査
１９（金）◎部結成

１３（月）◎
１４（火）◎
１５（水）◎教育実習
１６（木）◎
１７（金）◎

２２（月）◎事前指導（給食後下校）
２３（火）★修学旅行１日目
２４（水）★ 〃
２日目
２５（木）★ 〃
３日目
２６（金）◎平常授業
２７（土）○公開授業・懇話会総会

２０（月）◎第１回附中模試（予定）
２１（火）◎耳鼻科検診
２２（水）◎
２３（木）◎１年宿泊研修
２４（金）◎
〃

２９（月）昭和の日
３０（火）国民の休日

２７（月）◎
２８（火）◎眼科検診
２９（水）◎個別相談
３０（木）◎個別相談
３１（金）◎個別相談

歯科検診

※ 5/9(木）は午前中です。給食の有無は改めてご連絡します。
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今日配布した教科書
□国国国国国
□国国国国国
□国国国国国
□国国国国国
□国国国国国

国国国
国国国国国国国
国国国
国国国国国国
NEW CROWN

■国国国国国 国国国国国国国
（道徳教科書は、基本、学校に置いておきます。）

国

国国

必ず記名して大切に使いましょう ！

今日の配布物
□教育懇話会役員選考選挙実施のお知らせ（立候補届出用紙・
投票用紙）
※所定の方法で、ご提出ください。
締め切りは、４／１０（水）午前中
□入部届

切り取らずに一旦担任まで提出。
締め切りは、４／１０（水）

□部活動不参加届

（該当者のみ提出）

□部活動における自転車利用について（お願い）
※利用する場合は、入部届の部活動自転車利用届欄にも必要
事項を記入してください。
□４月献立予定表
□附属学校給食単価の改定及び毎月集金額の変更について
■学年だより
※新しい生徒手帳と生活ノートも配布しました。
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出会いを大切に
みなさんは３年生初日の今日をどんな思いで迎えたでしょうか。新しいクラスに期待す
る気持ちと不安な気持ちが交錯して複雑な心境の人も多かったのではないでしょうか。不
安な気持ちは誰にでもあり、しばらくは手探りの日々がつづくかもしれません。それは先
生たちも同じです。多かれ少なかれみんな同じ不安を抱えているのです。どうぞ今日の出
会いを大切にしてください。
今年も昨年度までと同様、四つの約束を継続してほしいと思います。また学年集会でも
そのことをお話しようと思います。
もちろん、『自分がされていやなことは他人にしない、言わない。』『自分の身をまもる
ためにウソを言わない。』
『「ありがとう・ごめんなさい」をきちんと言う。』など小さい頃
から言われて来たことは大切にしつづけてください。
今日からまた各クラス新しいクラスを中心に仲間づくりが始まります。お互いの個性が
生かされ、個人として尊重される級友関係を築いていってください。

学級レクのお知らせ
４／１０（水）５限 クラス対抗３３人３４脚の練習を行います。
ルールは今までと同じで、２０ｍ。担任の先生は見守るだけです。
手ぬぐいを必ず準備してください。
４／１２（金）６限前半に練習し、後半に本番を行います。
各クラスの健闘を祈ります。

教科担当教員一覧
国語

上川寛子 先生

音楽

奥村理恵 先生

数学

永原益穂 先生

美術

木村信一郎 先生

社会

村山明生

理科

服部和晃 先生

英語

保護者の
皆様へ

金森玲子 先生
シャーリー・リーン先生

保健体育

男子：安井 仁 先生
女子：吉田有希 先生

技術科

中尾尊洋 先生

家庭科

中尾佳代子 先生

三年団６名が中心となって、精一杯努めてまいります。お子様の
ことでご心配なことやお困りのことがございましたら、ご相談くだ
さい。なお、時間のかかるお話は、放課後の時間帯にお願いできれ
ばと思います。
電話（0857）３１－５１７５
※学校を欠席される場合は、保護者の方が８時１０分までにこの
番号にお電話ください。
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