三島中学校 学校通信４月号
令和２年 ４月８日（水）
令和２年度三島中学校での学校生活がスタートしました。１年生の皆さん，ご入学おめでとうござ
います。また，２・３年生の皆さん，ご進級おめでとうございます。今年はこんなことを頑張りたい，
こんなことができるようにしたい，と目標を立てていることと思います。今の新鮮な気持ちを忘れず
に一年間頑張っていきましょう。

令和２年度の三島中学校の教育活動がスタートしました。生徒の皆さんは，次の３つのことを
常に心がけて，学校生活を送ってほしいと思います。
１ 何事にも根気強く努力できる生徒になってほしい
２ 友だちが困っている時は，それとなく手をさしのべる生徒になってほしい
３ 三島のことを好きになってほしい
保護者・地域の皆さま，この伝統ある三島中学校に勤めさせていただくことになりました。こ
れまでの先輩方の意思をしっかり受け止め，職員と共に子どもたちの幸せのために精一杯努力し
てまいります。本年度も変わらぬご支援・ご指導をよろしくお願いいたします。
学校と家庭・地域が真に連携できてこそ，教育は成り立ちます。心身の発達が著しい中学生は，
機を逸することなく必要な指導や支援を行っていくことが大切だと考えております。お力添えを
いただきますようお願いいたします。
三島中学校長 竹内寛泰

【4 月の予定】
８ 日（水）着任式・始業式・入学式
９ 日（木）対面式・部活動紹介
１０日（金）身体測定・交通安全教室
１３日（月）新入生テスト （1 年生）
課題テスト
（２，３年生）
１６日（木）尿検査
２０日（月）家庭訪問（小島）
短縮日課
２１日（火）家庭訪問（三谷・舞中島） 短縮日課
２２日（水）家庭訪問（舞中島）
短縮日課
２６日 （日）参観日・ＰＴＡ総会・三Ｐ蓮総会
中止
２７日（月）振替休日 通常授業

家庭訪問中は 5 時間授業です。担任
がご家庭を訪問させていただき，お子様
についてお話を聴かせていただきます。
ご多用のことと存じますが，どうぞよろ
しくお願いいたします。

２９日 （水）昭和の日

【５月の予定 】
１４日（木） 尿検査（２次）
１５日（金） 内科検診（全学年）
※２年生の修学旅行は１２月，３年生の職場体験学習は７月中旬を予定しています。

中学校生活がスタートしました
＜１年＞
新入生のみなさん，ご入学おめでとうございます。真新しい制服に身を包み，校門をくぐった今日
から，みなさんは三島中学校の一員となりました。みなさんが入学してくる日をずっと心待ちにして
いました。
今のみなさんは，大きな期待や不安をもっていることでしょう。不安なことは先生や先輩に何でも
きいてください。優しくアドバイスします。あせらずゆっくりと中学校の生活に慣れていきましょう。
今のやる気を大切に，何事にも前向きに積極的に取り組んでいきましょう。

☆学年団の教員紹介
学年主任

原田

１Ａ担任

尚子

ご入学おめでとうございます。「命（ぬち）
どぅ宝」命こそ宝です。みなさんが自分とまわ
りの人の命を大切にして一日いちにちを思い
っきり輝いて生きられるように，一生懸命が
んばります。どうぞよろしくお願いします。

岩山

敦志

ご入学おめでとうございます。将来の夢を
持って生活できることが，日々の充実につな
がります。クラス全員が楽しめる学校生活が
できるように，がんばります。これから，よろ
しくお願いします。

☆担当の先生
＜教科＞
国語【大野 俊介】
理科【畠中 剛喜】
音楽【増田 春香】
技術【岩山 敦志】
＜部活動＞
男子卓球部

数学【岩山 敦志】
社会【佐藤 篤史】
英語【原田 尚子・メガード カプシーン】
美術【石井 一次】
保体【川西
徹】
家庭【増田 春香】
※副担当の教員も授業に入ります。
【大野

俊介 ・ 畠中 剛喜】

女子卓球部
【佐藤 篤史 ・ 平谷 茉美】
女子ソフトテニス部 【岩山 敦志 ・ 原田 尚子】

☆教科書無償
今日みなさんが受け取った新しい教科書は，日本国憲法第２６条に基づき無償です。あたりまえの
ように思えることですが，教科書が無償になるまでには多くの人たちの懸命な取組がありました。
「教
育を受ける権利」を守ろうと力を尽くした人々の熱い思いに応えられるよう，精一杯学習していきま
しょう。

保護者の皆様へ
お子様のご入学おめでとうございます。大切な１４名の中学校生活がスタートしました。思春期で
もあるこの３年間,お子様はさまざまな壁や葛藤にぶつかりながら心も体も大きく成長していきま
す。教職員一同,一生懸命支援してまいります。ご相談やご質問がございましたら,いつでもご連絡く
ださい。どうぞよろしくお願いいたします。

＜２年＞
２年生の皆さん，進級おめでとうございます。今日から２年生のスタートです。２年生では，
文化祭での人権劇や修学旅行などの大きな行事が待っています。２年生は中学校生活にも慣れ，
一番力が発揮できる学年です。その一つ一つが素晴らしい思い出になるように学校生活に取り組
みましょう。そして，この１年間でさらに大きく成長できるように，何事にも精一杯，根気強く
取り組んでいきましょう。

～２年団の先生を紹介します～
学年主任 大野 俊介
今年は学年主任として，皆さんと関わって
いくことになりました。皆さんの良いところ
が今年一年で，大きく伸びていけるようお手
伝いできればと思っています。２年生は心身
共に大きく成長する学年です。いろいろな事
に挑戦して，成長していけるよう頑張ってく
ださい。

２Ａ担任 佐藤 篤史
今年度もみ なさんの学級担任を務めら れ
ることがとても嬉しいです。１年生最後の学
活で「失敗から成功へ」という話をしました。
失敗の原因を考え，次にうまくいくように取
り組みましょう。みなさんをサポートし，共
に成長していけるように取り組みます。
今年度もよろしくお願いします。

教科担当
国語【大野俊介】

美術【石井一次・大野俊介】

数学【岩山敦志・増田春香】
社会【佐藤篤史】
理科【畠中剛喜】

音楽【増田春香】
保体【川西徹・大野俊介】
技術【岩山敦志】

英語【原田尚子・カプシーン】

家庭【増田春香】

部活動担当
卓球（男子）【大野俊介・畠中剛喜】
卓球（女子）【佐藤篤史・平谷茉美】

学年目標

ソフトテニス 【岩山敦志・原田尚子】

（はなまる）

○中学校の活動に積極的に参加し，経験を積んでいきましょう。
○友達を大切にし，人を思いやる言葉や行動がとれるようにしましょう。
○基礎的・基本的な学力を高めるとともに，自主的・計画的な学習習慣を身につけましょう。
○将来の進路を考え，自分に合った進路選択ができるように，よく考えていきましょう。

保護者の皆様へ
今年度はこのメンバーで２年生を担当させていただきます。２年生の生徒全員が,元気で
楽しく安心して学校生活が送れるように，全力で支援いたしますので，ご理解・ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。
２年生は大きい行事として，文化祭での人権劇，修学旅行があります。修学旅行は 12 月
11，12，13 日の３日間で沖縄方面を予定しております。生徒たちが楽しく旅行できるよう，
ご協力お願いいたします。

＜３年＞
大切な１年

最高学年３年生

スタート！

進級おめでとうございます。中学３年生といえば，義務教育最後の学年であり，進路決定の年でも
あります。つまり，卒業後の自分の進む道を決めると同時に，社会人としての知識や技能，公徳心，
体力などを身につけていかなければならない年です。
さて，３年生の皆さんは進級するにあたり，それぞれが目標を立てたと思います。後悔先に立たず，
後で悔やんでも時間だけは取り戻せません。１日１日を大切にし，進路決定にむけて一人一人が真剣
に考え，学習に取り組んでほしいと思います。３年生１２名の更なる成長を期待しています。

《学年団紹介》
学年主任
増田春香

３Ａ担任
川西 徹
美馬中学校から転任してきた川西徹です。
みなさんと，授業や行事を通して一緒に学べ
ることを楽しみにしています。１年間よろし
くお願いします。
全員合格目指して頑張るぞー！

昨年度に引き続き，みなさんと同じ学年で生
活できることをとても嬉しく思います。進路選
択と大きな壁をみんなで支え合い，励まし合い
ながら乗り越え，自分の夢に近づける１年間に
しましょう。今年もよろしくお願いします。

【進路について】
卒業後の進路選択についてご家庭でもよくお話ください。また，３年生は進路にともなう必要書
類の提出等も多くなりますので，ご協力よろしくお願いします。本年度の進路関係行事（予定）を
載せていますので参考にしてください。
４月 家庭訪問

●進級テスト

11

５

第１回進路希望調査

●第１回実力テスト

12

教育相談
冬休み補習
第４回進路希望調査

○２学期中間テスト
（９教科）
●第６回実力テスト

６

高校体験学習申し込み

○１学期中間テスト

７

教育相談
高等学校体験学習
夏休み自主学習
第２回進路希望調査
職場体験学習

●第２回実力テスト

１

テクノスクール出願
私立高校出願・入試
特色選抜三者面談

第 3 回基礎学力テスト
（１／１３）
●第７回実力テスト

２

特色選抜出願・検査・発表
一般選抜三者面談
第５回進路希望調査
テクノスクール入試
一般選抜出願

●卒業テスト
●第８回実力テスト

３

一般選抜検査・発表
二次募集

８

高等学校体験学習
夏休み自主学習

○１学期末テスト
第 1 回基礎学力テスト
（９／３０）

９

10

●第３回実力テスト
●第４回実力テスト

第 2 回基礎学力テスト
（１１／１８）

進学説明会
第３回進路希望調査
自主学習開講式

●第５回実力テスト

保護者の皆様へ
お子様のご進級おめでとうございます。自宅待機期間，春休み期間といろいろとご協力くださりあ
りがとうございました。いよいよ最高学年です。今まで通り何に対しても一生懸命に取り組み，中学
校生活最大の目標である進路選択ができるよう，お子様とともに努力させていただきます。
昨年度同様，家庭と学校との連携を図りながら教育活動を進めていきたいと考えていますので，本
年度もよろしくお願いいたします。

