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ご入学おめでとうございます 
 

温かい春の日差しの中で，平成３１年度豊明中学校入学式が行われ，新１年生，１９９名の学校生活がスタートし

ました。どの生徒もまだ制服が体になじんでおらず，それが逆に初々しさを感じさせます。我々教師一同，この一年，

生徒たちが充実した学習，生活ができるように努力する所存です。 

入学式後に話をさせていただいたように，１年生では，小学校で学んだことを継続してできるようにするとともに,

「あたり前のことがあたり前にできる学年」を目指していきたいと考えています。そして， 

・あいさつができる    ・友人を思いやる    ・けじめをつける 

の３つについては，特に意識させていきたいと考えています。人と人との心の交流を大切にすること，どの友人も大

切にして励ましの言葉をかけることができるようにすること，時と場をわきまえること，授業に集中し，集団で過ご

す場面と個人でいる場面のけじめをつけることを，この一年間生徒たちにがんばって身につけてほしいと思います。 

学習面では，中学校は教科担当制で指導します。学級担任だけでなく，多くの教師が生徒と接する機会をもちます。

分からないことは担任や学年の教師，教科担当の教師にも気軽にたずねて，アドバイスを受けるようにお話しくださ

い。 

学年通信のタイトルについては，生徒と教師が共に，関わり合いながら全力で物事に向かっていくような学年をイ

メージして「一緒懸命」といたしました。この一年が実り多きものとなるように教師一同がんばります。よろしくお

願いいたします。                                 【学年主任 正木 慎一郎】 

 

 

 １学期は以下のように進めていく予定です。なお，予定は変更される場合があります。毎月２５日に学年通信を発

行し，翌月の行事予定と集金の引き落とし金額をお伝えしていきます。 

＜４月＞ 
２２ 授業公開 

   ＰＴＡ総会 

   学年保護者会 

 

２３～２６ 家庭訪問 

     （給食後下校） 

＜５月＞ 
１０～１７ テスト週間 

     （部活動なし） 

 

１６～１７ 中間テスト 

（英語なし） 

   （給食なし・部活動あり） 

 

   ２４ 生徒総会 

＜６月＞ 
※６月中は衣替え移行期間 

６ 校外学習 

 

１１ 授業公開 

      進路説明会 

      部活動懇談会 

 

１３～２１ テスト週間 

     （部活動なし） 

 

１９～２１ 期末テスト 

   （給食なし・部活動あり） 

＜７月＞ 
    ４ 部活動壮行会 

 

 ６～ ７ 支所大会 

 

 ８～１１ 個別懇談会 

     （給食後下校） 

 

１３～１４ 支所大会 

 

   １８ 給食終了 

 

   １９ 終業式 

     （給食なし） 

 

日 曜 行事予定 下校時刻 ほっとたいむ 

５ 金  12:05  

６ 土    

７ 日    

８ 月  12:20  

９ 火 全校ガイダンス 避難訓練 12:20  

10 水 
学力テスト（数学・社会・国語） 

３限後委員会・評議員会（※委員会のある生徒は 12:15下校） 
11:40  

11 木 学力テスト（理科） 自転車点検 給食開始 離任式 15:00 野畑(9:40～13:40) 

12 金 身体測定 心電図検査 15:55  

13 土    

14 日 家庭の日   

15 月 朝礼 14:25  

16 火 新入生歓迎会 15:55 野畑(9:40～13:40) 

17 水  15:55 田中(11:10～17:10) 

18 木 尿検査１次 15:55 野畑(9:40～13:40) 

19 金 尿検査１次 内科検診 15:25 野畑(9:40～13:40) 

20 土    

21 日    

22 月 学級写真 授業公開（５限） ＰＴＡ総会 学年保護者会 13:50  

23 火 家庭訪問  13:15 野畑(9:40～13:40) 

24 水 家庭訪問 眼科検診 13:15 田中(11:10～17:10) 

25 木 家庭訪問 耳鼻科検診 13:15 野畑(9:40～13:40) 

26 金 家庭訪問 13:15 野畑(9:40～13:40) 

27 土    

28 日    

29 月  ● 昭和の日   

30 火 国民の休日   

 

月行事予定は，豊明中学校のホームページ

でも見ることができます。 

家庭訪問期間中は， 

給食後下校のため， 

13:15に下校となります。 

★「ほっとたいむルーム」 

からのお知らせ 
「ほっとたいむルーム」は，困ったことや悩ん

でいることがあるときに，相談できる部屋で

す。生徒が相談があるときは，気軽に相談に行

くことができます。「ほっとたいむルーム」は，

本館３階東の端にあります。本年度は，スクー

ルカウンセラーの田中智之（臨床心理士）と心

の教室相談員の野畑麻貴子が担当です。また，

保護者の方からの相談にも応じています。まず

は担任までご連絡ください。なお，相談員の来

校日等は，毎月の学年通信でお知らせします。 

 

自転車点検があります。自転車の整備を済ませておいてください。 

また，学級写真があります。早めに名札を完成させて持たせてください。 

☆食物アレルギーの原因食品に  

関する説明会のお知らせ☆  

給食センターでは，毎月末頃に食物アレルギ

ーをもつ児童・生徒の保護者の方を対象に，翌

月の給食で使う材料や作り方の説明を行ってい

ます。開催等，詳細は，  

中央調理場（９２－５７３０）  

までお問い合わせください。  

８日にぞうきんを２枚集めます。生徒に

持たせてください。また，スーパーの袋が

ある方は，ごみ袋として数枚持たせていた

だけるとありがたいです。よろしくお願い

致します。 



 

20年振りに豊明の地に戻ってきました。

生徒たちとともに，エネルギーに満ち溢れ

た中学時代を微力ながらもサポートでき

ればと思っています。豊かな感性との出会

いを楽しみにしています。 

学年副担任 音楽科 佐野 理子 

 

これから始まる中学校生活に不安と期待

でいっぱいだと思いますが，子どもたちが

楽しく，笑顔で学校に通えるよう積極的に

関わり，サポートしていきたいと思いま

す。一年間，どうぞよろしくお願いします。 

４組担任 国語科 浜田 明菜 

 

 一人ひとりが安心して笑顔で過ごすこと

ができるように，子どもたちに寄り添い，と

もに歩んでいきたいと思います。みなさんの

毎日が充実したものになるように精一杯頑

張ります。よろしくお願いします。 

３組担任 数学科 野田 信紀 

栄小学校から転任してきました。１年生

の皆さんと一緒に，フレッシュな気持ちで

がんばりたいと思います。みなさんが笑顔

で楽しく過ごし，温かい学年にしていきた

いです。よろしくお願いします。 

５組担任 英語科 岡口 美弥子 

一年生の生徒たちとともに活動できる

ことをとても楽しみにしています。これか

らの中学校生活が充実したものになるよ

う私もがんばりたいと思います。1年間よ

ろしくお願いします。 

学年副担任 英語科 髙橋 聡美 

 いよいよ，中学校生活がスタートしま

す。期待や不安もあると思いますが，生徒

一人一人，皆さんの顔が笑顔で溢れる「顔

晴る集団」になるよう，努めていきます。

一年間，よろしくお願いします。 

１組担任 社会科 伊藤 公一 

長久手南中学校から来ました。教科は保

健体育を担当します。新しい出会いにどき

どきわくわくしています。中学校生活が素

晴らしいものになるように，全力で子ども

たちと向き合いたいと思います。 

２組担任 保健体育科 久保田 淳 

今年も桜が咲きました。満開に花咲く桜も，

冬の寒さを耐え，今，春を謳歌しています。

皆さんも大空に夢を描きながら，自分の季節

を輝かせて行きましょう。先生たちも応援し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

学年副担任 理科 伊藤 広司 

元号も改まり，社会も大きく変化してい

くと思います。皆さんも中学生として大き

く成長していくことと期待しています。さ

まざまなことに挑戦していってください。

一緒にがんばりましょう。 

学年副担任 社会科 吉住 真二 

夢に向かって入学してきた元気な１年

生とともに，多くの時間を寄り添いながら

過ごしていきたいと思います。一人一人が

笑顔で生活し，思い出深い中学校生活にな

るよう全力でがんばります。 

６組担任 理科 岩本 光司 

６学級 199 名の生徒と 15 名の教師が信

頼関係を築き，充実した日々の生活を送れ

るようにしたいと思います。生徒一人一人

を大切にした活動を進めていきたいと思

います。ご支援とご協力をよろしくお願い

します。 

学年主任 数学科 正木 慎一郎 

担任団紹介 

女子の保健体育を担当します。中学生に

なり、環境が変わり、大きな成長をされる

でしょう。期待と不安で胸がいっぱいかと

思いますが、皆さんが笑顔で楽しく学校生

活が送れるようサポートしていきますの

で、一緒にがんばっていきましょう。 

学年副担任 保健体育科 金 茉莉 

１組と２組の技術・家庭科（技術分野）

を担当します。１年生は、「情報に関する

技術」と「材料と加工に関する技術」を学

びます。生徒が授業を通して、活動の楽し

さや完成の喜びを味わえるように尽力し

たいと思っています。 

学年副担任 技術科 大矢 幸雄 

 

今年度もみつば学級を担当することに

なりました。生徒達が毎日笑顔で登校し，

学校が楽しいと思えるようなクラスにす

るために一生懸命関わりながら全力でサ

ポートしていきたいと思います。 

みつば担任 保健体育科 杉本 紀子 

1年生の美術を担当します。中学になり

図工から美術に変わりますが、作品をつく

る楽しさは変わりません。この１年でどん

な作品が生まれるか、今から楽しみにして

います。１年間よろしくお願いします。 

学年副担任 美術科 大山 るみ 
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