
 

 

 

 

 

 全国的な改元ムードで始まった５月。「平成」から「令和」へ時代の移り変わりを体感できたことも貴重な経験

だったと思います。 

いよいよ修学旅行が迫ってきました。「今日からみなさん東京

です。～ぬかりなく 修学旅行の 青春を 令和の時代 切り

拓こう～」をスローガンに掲げ，学年生徒会と評議員の計３０

名を修学旅行実行委員とし，自分たちの修学旅行をよりよいも

のにするために何度も話し合いを重ねています。中学校生活で

１度だけの修学旅行です。ぜひ，体調を整えて元気に参加でき

ることを願っています。 

さて，３年生になって最初の定期テストがありました。進路

を控え，多くの生徒が目の色を変えて授業に臨んでいます。 

今回の結果を受け止めて，次にステップアップしてほしいです。 

次の期末テストの時には，部活動の大会が間近ですが，計画的に学習にも力を入れて，どちらも全力で取り組

んでいけるとよいと思います。                          学年主任 近藤 潤                                     

 

 

 

給食費（５月分 ２７０円×１７食）４，５９０円 

PTA会費             ２，４００円 

（PTA会費は，弟妹がいる場合は，そちらから集金します） 

学年費                   １，１９５円 

 合   計                                                                                                                                                                                                                   ８，１８５円  

 

 

 

【６月の予定】 

◎田中スクールカウンセラーの来校日 

    ５日（水） １２日（水） ２６日（水） ・・・１１：２０ ～１７：２０ 

◎野畑相談員の来校日  

   ４日（火）  ６日（木）  ７日（金）  

１１日（火） １３日（木） １４日（金） 

１８日（火）  

２５日（火） ２７日（木） ２８日（金） 

                             

豊明市立豊明中学校 

第３学年  
６月号 

「ほっとたいむルーム」からのお知らせ 

・・・９：４０ ～ １３：４０ 

令和元年 5 月 24 日 

【ríːəlàiz】 

※毎月の学年費内訳で，会計報告にかえさせて

いただきます。 

６月５日（水）に６月の集金引き落としをいたします。 

・６月４日（火）までに入金していただけるようお願いします。 

【学年費内訳】 

英語ノート        ２５０円 
英語ファイル       １３０円 
国語ファイル        ７０円 
修学旅行ファイル      ６０円 
美術ボード        ２８０円 
体力テスト        ２２０円 
夏休み日誌        １６０円 
書写コンクール手本     ２５円 
合    計    １，１９５円 

中間テスト前、アンサータイムで質問中 



 

部活動実施日の最終下校時刻 

６／１～３０（１８：００） 

 

  日課  予  定  下  校  

１  土     

２  日     

３  月   朝礼  衣替え移行  ４時間授業（給食後下校）  13:15 

４  火   修学旅行   

５  水   修学旅行  口座振替日   

６  木   修学旅行    

７  金   ３年休業日   

８  土     

９  日     

10 月   朝礼   14:25 

11 火   授業公開  進路説明会  部活動懇談会  15:25 

12 水   Ｑ -U 実施（６限後）  15:35 

13 木   テスト週間  尿検査二次  ５時間授業  14:45 

14 金   アンサータイム  尿検査二次  15:25 

15 土     

16 日   家庭の日   

17 月   朝礼  14:25 

18 火   アンサータイム  15:25 

19 水   期末テスト（自習  国  英）※給食なし  11:40 

20 木   期末テスト（社  理  保体）※給食なし  11:45 

21 金   
期末テスト（数  技家  行：情報安全教室）  

※給食なし  部活動は再登校 14:30～  
12:00 

22 土     

23 日     

24 月   朝礼  図書館まつり（～７ /５）  14:25 

25 火   学年通信発行  朝読書（～７ /５）  委員会評議員会（６限後）  15:25 

26 水   教育相談日  15:55 

27 木   教育相談日  15:55 

28 金   教育相談日  15:25 

29 土   陸上競技部（愛日大会）   

30 日     

【お知らせ】 
豊明中学校ホームページには，日々の学校の様子が小まめに掲載さ

れています。ぜひそちらもご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

おおまかな日程 

〈１日目〉６月４日（火）集合場所：名古屋駅構内（ファッションワン） 

 名古屋駅→→東京駅→→※班別都内分散学習 

 9:16発  10:56着   

 

 

 

 

 

 

 

                   ①皇居       ②日本銀行本店     ③国会議事堂 

                   その他にも④気象庁 ⑤外務省 ⑥東証アローズ ⑦国土交通省 

                        ⑧最高裁判所のいずれかを訪れます。 

 

→→東京ディズニーランド            →→エミオン東京ベイ（新浦安）（泊） 

 

 

 

 

 

 

 

☆移動は公共交通機関を利用します。 

 

〈２日目〉６月５日（水） 

 エミオン東京ベイ→→班別企業訪問              ☆移動は公共交通機関を利用します。 

 

      AI テイク＆ギブニーズ ANA KFC KOSE ミクシー アンダーアーマー 

      エロエ コロプラ サンライズ ソニーミュージック テレビ朝日  

      バンダイ モスバーガー 丸紅 三菱自動車 持田製薬 竹中工務店 

      日本テレビ 不二家 ２０社の内のいずれか１社を訪問します。 

 

→→班別都内分散学習                →→東京都庁     ⇒⇒清里（ペンション）（泊） 

                              

 

 

 

 

 

 

（例）渋谷駅周辺      もんじゃ焼き 

 班別で行動計画を立て，分散学習をします。 

 

行ってきます！ 



〈３日目〉６月６日（木） 

 清里（ペンション）⇒⇒☆クラス別体験学習 

            

１組 滝沢牧場            ２組 サンメドウズ清里＆清里丘の公園 

 

 

 

 

 

 

 

３組 女神湖 

 

                      

                     ４組 富士見高原       ５組 北八ヶ岳ロープウェイ 

 

 

 

 

 

 

                

              

        

⇒⇒諏訪 IC⇒⇒豊明 IC⇒⇒☆分散下車 

  14:00頃     17:00頃 

 

☆分散下車（車等でのお迎えの場合は、中学校でお願いします。） 

 ①三崎小学校区サイゼリヤ前   ②双峰小学校前 

 ③唐竹小学校前         ④大宮小学校手前 

 ⑤けやき通り坂の下       ⑥豊明中学校 

                                     ※バスはイメージです 

服装 

１日目：私服（長ズボン。国会議事堂などの公共施設にも行きます。動きやすく、場に応じた服装） 

２日目：制服（夏服。靴は、履いてきたものを使用する。肌寒い場合は、羽織るものがあってもよい） 

３日目：活動着（体験活動後、バーベキューで火を扱いますので、それにふさわしい服装） 

靴は、３日間とも家にあるものでよい。（スニーカー） 

 

持ち物 

☆前日（6/3）に大バッグをホテルに輸送します。 

 ※朝にトラックが来ますので，遅刻をすると間に合わないので気を付けてください。 

「大バッグに入れるもの」 

□制服（夏服） □白靴下（制服用） □洗面用具 □タオル □３日目の服 □靴下（３日目用） 

□寝間着 □下着（２日分） □ハンカチ等 □ペットボトル（飲料用）（必要に応じて） 

□ビニル袋（ゴミ用） □防寒着 

 

「小バッグに入れるもの」※小バッグは，手がふさがらないタイプのもの。 

□１日目の昼食（捨てられる容器で） □筆記用具 □しおり □財布（小遣い１万円） □雨具 

□ICカード（交通費入金しておく）□薬（必要に応じて） □ペットボトル（飲料用）  

□帽子（必要に応じて） □ハンカチ・ティッシュ □テレフォンカード（あれば） 

持ち物には，必ず記名をしてください。 


