
Go! Go! 74th! 
藤井寺市立藤井寺中学校 第７４期生 学年通信 第２９号 20２０年５月２９日（金）  
さあ、学校がはじまりますよ‼ 
３月から５月まで、学校生活をはじめ日常生活において、今までなら自然に行っていたことがどれだけありがたい

ことだったかを感じる３か月間でしたね。これから社会全体がどのように進んでいくのか、まだわかりませんが、「新

しい生活様式」のもと、私たちは前に進んでいかないといけません。 

いよいよ６月から学校が始まります。最初は、分散登校をしながら、少しずつ以前の学校生活リズムに戻していく

予定です。月曜日、みんなが元気に登校してきてくれることを楽しみに待っています！！ 

６月１日（火）始業式 の 連絡です 

◇出席番号 １～１６の人 （８：２５集合～１０：１５ごろ下校）       ８：１５以降に登校してください。 

☆登校したらピロティ前で健康観察票提出（検温忘れずに！） 

８：２５ 予鈴（教室着席）    

朝礼   ８：３０～８：４０  

始業式 ８：４０～９：２０ （放送集会） 

学活   ９：３０～１０：１０ （４０分）  

下校（クラスごとに時差下校します）             

◇出席番号 １７～３３の人 （１０：５５集合～１２：４０ごろ下校）    １０：４５以降に登校してください。 

☆登校したらピロティ前で健康観察票提出（検温忘れずに！） 

10：5５ 予鈴（教室着席）    

朝礼   11：0０～11：1０  

始業式 11：1０～11：5０  （放送集会） 

学活   12：0０～１2：4０ （４０分）  

下校（クラスごとに時差下校します）             

6月２日（火）～５日（金）について 

クラスを２分割、午前と午後に分かれ、３時間ずつの授業を行います（給食はありません）。 

出席番号の１～１６を Aグループ、１７～３３を Bグループにします。 

 ６月１日（月） ２日（火） ３日（水） ４日（木） ５日（金） 

午前 A A B A B 

午後 B B A B A 

登校する時間帯が日によって違いますので、間違えないように確認してください。 

時程は、２６日付で学校から配布された「学校の再開」プリントも参照してください。 

☆簡易給食開始：６月８日（月）～、 １品少ない献立による給食：１５日（月）～ 通常給食：２２日（月）～   

（横に 2日（火）～5日（金）の時間割を載せています）  

持ちもの 制服（名札など服装整えよう）、制かばん 

健康観察票、各教科宿題、水筒 

給食 3点セットの袋（マスク、エプロン、三角巾） 

を準備しておこう 

☆マスク着用、ハンカチ（タオル）持参よろしくね！ 



３年生  最初の授業でもってくるもの  

国語 ・３年の教科書  ・２年の授業ノート  ・のり 

数学 ・３年の教科書、ノート 

社会 ・歴史の教科書  ・ノート ・資料集 

理科  ・２年の教科書   ・理科便覧 ・ノート 

音楽 ・２年生の時と同じもちもの 

（教科書２，３上、２，３下、器楽、Aファイル、Bファイル、アルトリコーダー） 

保健体育 保健の教科書、体操服、体育館シューズ、ステップアップ 

※２年生で使っていた体育ファイルは必要ありません 

美術 ・美術の教科書 上、下、 資料集、 絵の具 ・油性ペン（名前を書くのに必要です） 

技術 ・教科書、授業ノート 

家庭 ・教科書、家庭ノート（ワーク） 

英語 ・３年の教科書 

担任と教科の先生の紹介 

  １組 ２組 ３組 ４組 5組 

担任 大北 今浦 風間 松井 越智 

副担任 印南・松宮  冨藤 奥山 印南 松宮 

国語 風間 

社会 大北 田中英 大北 

数学 越智・松宮  田中麻・松宮  田中麻・越智  越智・松宮  

理科 印南・長橋 

音楽 奥山 

美術 山下 

体育 
男 河嶋 

女 今浦 

技術 坂口 

家庭 北村 

英語 冨藤／松井／ケビン  

 今年度の数学はクラスを分割して行う予定です。３年生担当として田中 麻美

ま み

先生に来ていただきます。くわしい紹介はまた授業で！！ 

新しい情報は藤井寺中学校ＨＰをご確認ください！ 

いよいよ始まります！ 

連絡や新しい情報、「オンライン教材の部屋」には新しい教材がアップされてい

ます。ぜひともチェックしてください！それでは、6 月 1 日（月）始業式で会い

ましょう！心から楽しみに待っています！！ 



2日（火）～5日（金）の時間割 

A：出席番号 １～１６    B：出席番号 １７～３３ 

 1 組 2 組 3 組 4 組 5 組 

2 日

（火） 

①８：４５～９：２５ 

②９：３５～１０：１５ 

③１０：２５～１１：０５ 

A  

1 学活 学活 学活 学活 学活 

2 技術 家庭 理科 社会 国語 

3 理科 技術 家庭 国語 数学 

①１３：２５～１４：０５ 

②１４：１５～１４：５５ 

③１５：０５～１５：４５ 

B  

1 学活 学活 学活 学活 学活 

2 数学 理科 技術 家庭 英語 

3 社会 数学 英語 国語 家庭 

3 日

（水） 

①８：４５～９：２５ 

②９：３５～１０：１５ 

③１０：２５～１１：０５ 

B 

1 理科 国語 数学 体育 技術 

2 家庭 理科 国語 数学 社会 

3 英語 数学 社会 理科 国語 

①１３：２５～１４：０５ 

②１４：１５～１４：５５ 

③１５：０５～１５：４５ 

A 

1 数学 国語 技術 家庭 社会 

2 英語 数学 英語 技術 理科 

3 家庭 英語 国語 英語 技術 

4 日

（木） 

①８：４５～９：２５ 

②９：３５～１０：１５ 

③１０：２５～１１：０５ 

A 

1 体育 社会 数学 理科 国語 

2 社会 英語 国語 英語 家庭 

3 国語 数学 英語 社会 理科 

①１３：２５～１４：０５ 

②１４：１５～１４：５５ 

③１５：０５～１５：４５ 

B 

1 数学 社会 理科 社会 英語 

2 英語 国語 英語 理科 数学 

3 国語 理科 数学 英語 体育 

5 日

（金） 

①８：４５～９：２５ 

②９：３５～１０：１５ 

③１０：２５～１１：０５ 

B  

1 体育 社会 国語 数学 理科 

2 社会 英語 理科 英語 国語 

3 国語 体育 社会 技術 数学 

①１３：２５～１４：０５ 

②１４：１５～１４：５５ 

③１５：０５～１５：４５ 

A 

1 数学 社会 英語 国語 理科 

2 国語 理科 数学 社会 英語 

3 英語 体育 理科 数学 社会 

午前登校 

８：２５（予鈴）                        

朝礼 ８：３０～８：４０                   

1限 ８：４５～９：２５                   

2限 ９：３５～１０：１５                  

３限 １０：２５～１１：０５                 

終礼 １１：０５～１１：２０                 

下校                             

午後登校  

１３：０５（予鈴） 

朝礼 １３：１０～１３：２０ 

1限 １３：２５～１４：０５         

2限 １４：１５～１４：５５ 

３限 １５：０５～１５：４５ 

終礼 １５：４５～１６：００ 

下校 

 



学校スタートにあたって、あらためて藤井寺中学校７４期３年生に 

「素直、誠実、笑顔」で大事にしてほしい５つのこと 

① 自分もまわりの人も大事に（人に対して やさしさを持って！） 

他人の「不幸」の上に自分の「幸せ」や「楽しみ」を見出さないように。 

➡自分にとっての「当たり前」は、必ずしも他の人にとって「当たり前」ではないです。 

➡いろんな個性が集まって、まとまるから大きな「力」になります。 

➡一人ひとりが大事な存在です。  

☆みんなが安心して過ごせる学校を創っていきましょう。  

 

② 時間を大事に（時間に対して） 

  みんなが時間を大事にすることで、より自由な時間を産み出せます。前もって行動を！    

 

③ 行事や日々の学習活動を大事に（行事・学業に対して） 

日頃の積み重ねが大事です。特にこんな状況ですので、どんな些細
ささい

なことでも馬鹿にしたり、いい加減
かげん

にしたりせず、

日々の生活、学習活動、行事をみんなで精一杯頑張りましょう。 

 

④ クラスや学年での仕事や役割を大事に（仕事に対して） 

最後まで責任を持ってクラス・学年の“仕事や役割”を一生懸命やりとげることで身につく大事な力があります。 

 

⑤ 反省する気持ちを大事に（もう一人の自分に対して） 

二度・三度と同じことで繰り返し注意を受けることのない“反省する心”を持つ。  

嘘や言い訳、人のせい、ごまかすことが癖になってはだめなのです。一生けん命頑張っていたら、たとえ失敗しても次

につながります。振り返って次に活かしていける心を持てるようにしましょう。  

家庭訪問について 

学校HP、はなまる連絡帳でおつたえしましたように、６月 8日（月）から簡易給食を実

施するにあたり、行事として家庭訪問の時間を確保することができなくなりました。保護

者の皆様には、家庭訪問の日程調整をしていただいていたところを、予定の変更が生じま

したことをお詫びいたします。 

なお、この時期の家庭訪問をご希望いただく方は、日程を調整し個別にご対応させてい

ただきます。「家庭訪問日程調査票」にご記入の上ご提出いただきますようお願いします。なお、「家庭訪問日程

調査票」の裏面に「事前にこちらでお聞きしておけばよい事項がございましたら、下記にお書きください」とし

ております。何かございましたらご利用ください。 

【次は６月１日（月）始業式です！ 待っていますよ！（３年学年団）】 


