
 

 

 

 

 

 

 始業式で、伝えた学年目標…もう心に染み渡りましたか？ここでおさらいします！ 

 

「夢」：地図でいう目的地。１日１日を大切に、少しずつ前進しよう。 

「言」：引き寄せの法則。ポジティブワードで心をハッピーにしよう 

「大」：大きく夢をふくらまそう。大きく変わることは大変なことです。 

 

みんなが充実した３年間を過ごし、高校や社会で通用する力を 

先生たちは育みたい。だからこそみんなは授業をはじめ、学校生活を 

全力で取り組んでほしいと思います。 

 中学で本格的に学ぶ英語！ 「授業を受ける」を英語では何と言うでしょうか。「listen(聴く)」でも

「accept（受ける）」でもありません。「take a class(授業を取りにいく)」といいます。吸収しよう！ と 

前向きに考えて授業を受けると、見える景色が変わるかもしれませんね！！ 

 

 
 

    ※６月から制服登校（夏服）。マスク着用＋健康チェックカード忘れずに！ 

 

    ６月１日（月） 女子生徒  ８：３０登校（予鈴８：２５）,給食なし 

                          １限：月１  ２限：月２  ３限：月３      （各クラスの時間割を確認） 

                男子生徒  １２：１０登校（予鈴１２：０５）,給食あり 

                  給食後→１限：月４  ２限：月５ ３限：避難訓練   （各クラスの時間割を確認）  

           男女共通持ち物  筆記用具,授業準備（裏面に初回授業で必要なものを記載） 

                           エプロン・三角巾（給食がない日も学校で保管できます。） 

    ※６月２日以降は、右の行事予定をご確認ください。（避難訓練、雨天時 金１） 

    ※現コロナ対策において、給食の件でご配慮いただきますがよろしくお願いします。 
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 ～学校 HP や連絡メールも引き続きご確認お願いします～ 

１限 ２限 ３限 １限 ２限 ３限

6/1(月) 月４ 月５ 避難訓練 月１ 月２ 月３

6/2(火) 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 避難訓練

6/3(水) 木４ 木５ 金１ 木１ 木２ 木３

6/4(木) 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 金１

6/5(金) 水４ 水５ 金２ 道徳 水２ 水３

6/6(土)

6/7(日)

6/8(月) 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 金２

6/9(火) 火４ 火５ 金３ 火１ 火２ 火３

6/10(水) 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 金３

6/11(木) 金４ 金３ 学活 木６ 水６ 身体測定

6/12(金) 木６ 水６ 身体測定 金４ 金３ 学活

6/13(土)

6/14(日) １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 給食 部活

6/15(月) 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金１ 〇 ○

6/16(火) 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 〇 ○

6/17(水) 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 〇 ×

6/18(木) 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 〇 ○

6/19(金) 社テ 国テ 英テ 理テ 数テ 学活 〇 ○

6/20(土)

6/21(日)

6/22(月) 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金２ 〇 ○

6/23(火) S.C. 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 〇 ○

6/24(水) 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 〇 ×

6/25(木) 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 〇 ○

6/26(金) 金１ 金２ 金３ 金４ 木２ 学活 〇 ○

6/27(土)

6/28(日)

6/29(月) 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金４ 〇 ○

6/30(火) S.C. 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 〇 ○

放課後：e-ライブラリ学習

12:50登校 給食× 立会演説会 SC

８：３０登校　給食×

課題テスト

6/15～全員登校(8:30)

部活動開始

S.C.(スクールカウンセラー)

１２：１０登校　給食○

８：３０登校　体操服登校　給食×

１２：１０登校　給食○

８：３０登校　給食× SC

１２：５０登校　給食×　立会演説会

８：３０登校　体操服登校　給食×

１２：５０登校　体操服登校　給食×

８：３０登校　給食×

男子時間割

１２：５０登校　体操服登校　給食×

12:10登校 給食○ (雨天:金1)SC

８：３０登校　給食×

１２：１０登校　給食○

８：３０登校　給食×

女子時間割

8:30登校　給食× SC

８：３０登校　給食×

１２：１０登校　給食○

男子登校 女子登校

12:10登校 給食○ (雨天:金1) ８：３０登校　給食×

 

学校諸費引き落としは６月５日（金）です。６月４日（木）までに１０,０００円の入金をお願いします。 

※6/9（火）～12（金）は給食がないため、午後の登校時間は 12:50（予鈴１２：４５）です。 

※９ , １０日の午後は、終礼で立会演説会（録画放送）のため下校が３０分ほど遅れます。 



 
 

日程 時間 教科 範囲、当日必要なもの 

６ 

月 

１９

日 

１ 社会 
・輝き宿題 

・５月１１日配布（社会プリント５枚） 

※特に都道府県の名前、県庁所在地、大陸、

海洋、日本の地名、世界の州名から出題 

２ 国語 
・４月７日配布（国語プリント：話す観点１枚、

知識観点４枚） 

・家庭訪問時に配布した国語のワーク p2～

17（p14は除く） 

３ 英語 
・輝き宿題 

・5月 11日配布（英語プリント５枚） 

・5月 20日配布（英語プリント６枚） 

・家庭訪問時に配布した英語のワークの該当

部分 

※ローマ字はヘボン式で自分の名前以外の

言葉も書けるようにしておきましょう。 

４ 理科 
・輝き宿題 

・５月１１日配布（理科プリント１枚） 

・５月２０日配布（理科プリント１枚） 

※小６の範囲すべて含まれるので、幅広く復

習しておきましょう。 

５ 数学 
・輝き宿題 

・５月１１日配布（数学プリント５枚） 

・５月２０日配布（数学プリント６枚） 

※15cmものさしを持参すること。 

 

課題テストの勉強法は、前回の学年通信を見てください。 

宿題の内容を中心に学習しながら、小学校の復習をしっかりしましょう！！ 



 

 

 

 

音楽 
筆記用具、マイネーム、教科書 

美術 
筆記用具、教科書、資料集 

 

保体 
筆記用具、体操服、体育館シュー

ズ 

技術 
筆記用具、マイネーム、 

教科書（技術分野） 

家 庭

科 

授業は２学期に行いますので、教

科書（家庭分野）は保管しておき

ましょう。 

国語 
筆記用具、マイネーム、 

ノート（B5）、入学式に配布した

宿題プリント（自己紹介をします） 

社会 
筆記用具、マイネーム、 

地理教科書、資料集、地図帳 

数学 
筆記用具、マイネーム、 

ノート（B5）、教科書 

理科 
筆記用具、マイネーム、 

教科書 

英語 
筆記用具、マイネーム教科書、 

ワーク（JOYFUL WORK） 


