
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先日の学年集会で今年度の学年目標を学年主任の熊谷先生より発表がありました。昨年度の
学年目標と比べた時に、「進化」していることに気づいたでしょうか？ 

昨年度は、お互いの個性を認め合い、仲間を大切にし、支え合いながら互いに高め合える学
年になってほしいという思いが学年目標に込められていました。I（あい）には、皆のことを思
う愛という意味も込めましたが、英語の I は私を表しています。義務教育を終えて社会へはば
たく力を身に付ける際に、大切なことは「わたし」であり、自ら決めたことに責任をもって、
自信をもって、突き進んでほしいと願いがありました。 
 そして、義務教育の核となる２年生では、「わたし」を大切にすることはもちろん、みんなの
目の前にいる「you」（あなた）のことも考え、「わたし」とクラスや学年で切磋琢磨する「あな
た」を大切にしていってほしいという思いが加わりました。今年度は「わたし」と「あなた」
を大切にする中で、お互いの個性を認め合い、仲間を大切にし、そして支えながら互いに高め
合い、さらにパワーアップした学年を目指していきましょう。 

みんながみんなのことを大切に思い、仲良く協力して楽しい思い出を作ったその先には、笑

顔で卒業式を迎えることが出来るようになっていると思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  水筒の持参のお願いや、ハンカチかタオル必携、 
 ジャージや体育着での登校も可などの説明を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保護者通知 No.2012 杉並区立阿佐ヶ谷中学校第２学年 

令和２年 ６月５日 No. ７ 

★6 月 2 週目も引き続き分散登校になります。貴重な学習時間となるため、しっかり準備

をしましょう。 

 ※各教科の持ち物は以下の通りです。詳しい時間割については裏面をみてください。 

持ち物一覧 

国語 教科書・ノート・便覧・予習プリント 

数学 教科書・ノート・ワーク・未提出の課題 

社会 歴史ノート・課題プリント 2 枚 

理科 教科書・ノート（中島先生クラス用・小山田先生クラス用） 

英語 教科書（New Horizon 1）・ノート（Unit10-3） 

・ファイル・ネームカード 

技術 教科書・ノート・製図道具 

美術 教科書・資料集・クロッキー帳 

音楽 5 点セット 

保体 体育着（着用して登校）・ビニール袋・ハンカチ（タオルでも OK） 

 

 

お知らせ 

 前学年の最後に制作していた年度作品を返却しま

す。３月から休校になったため完成できていないと思

いますので、制作できる人は家で制作してください。

詳しくは授業の中で説明します。 美術科 吉村 

アリーナでの学年集会でした。 
ソーシャルディスタンスを保って久しぶりに
集まりました。 

学年の教員６人からの話のあと、新しい学
校様式についての説明がありました。 

☆今後の予定について☆ 

・５月に行われる予定だった体育大会は、規模を縮小して 11 月に実施予定です。 

・６月の土曜授業は 13 日(土)に行います。５時間授業です。 

・６月に予定していた職場体験は今年度中止します。 

・今年度の水泳指導は中止します。 

・１学期期末考査は、７月 15 日(水)～17 日(金)を予定しています。 

・１学期終業式は８月７日(金)、２学期始業式は８月 24 日(月)となります 

・９月以降は月２回の土曜授業(５時間)を実施する予定です。 



8 日（月）から、分散登校が継続されることになりまし

た。一応 13 日（土）までの予定ですが、さらに延長される

こともあり得ます。10 日（水）から給食が開始されるため、午前登校と午後登校に各クラス

をグループに分け、給食の時間帯は全校が校舎内に揃うように計画しています。もちろん、ク

ラス全員を一つの教室で給食を食べてしまうと、感染のリスクを上げてしまうので、各グルー

プは別の教室で食事することになります。 
対面を伴う活動や道具の共有が制限されているので、通常の教室での授業形式しか取ること

ができません。そこで、給食も含め、授業やその他の活動を行うときには、決められた同じ教

室を使うように計画しています。本来の自分の学年の教室を使えないのは残念ですが、未曽有

の事態に対応するための臨時の措置と考えて 
ください。また、右の消毒セットの用意に協 
力してください。鼻をかんだティッシュ、口 
をふいたティッシュ等はビニール袋に入れて 
ご家庭での処分をお願いします。一旦はずし 
たマスクを入れるビニール袋も必要です。可 
能な範囲でご用意をお願いします。 

給食がある場合の時程 

午前登校のグループ 午後登校のグループ 

９：４０～ ９：５０ 登校・出席確認 
自宅学習 

※給食のない 8・9 日は、登校時間が遅くなりま

すので注意してください。 
９：５０～１０：３５ １限 

１０：４０～１１：２５ ２限 

１１：３０～１２：１５ ３限 登校・出席確認 １１：４０～１１：５０ 

１２：１５～１２：５５ 給食 給食 １２：１５～１２：５５ 

１２：５５ 下校 １限 １２：５５～１３：４０ 

自宅学習 

２限 １３：４５～１４：３０ 

３限 １４：３５～１５：２０ 

下校 １５：２０ 

 
 午前登校のグループ 給食 午後登校のグループ 

8 日（月） Ａ・Ｂ組のＳとＲグループ 12:15～12:55 Ａ・Ｂ組のＭとＩグループ 
9 日（火） Ａ・Ｂ組のＭとＩグループ 12:15～12:55 Ａ・Ｂ組のＳとＲグループ 

10 日（水） Ａ・Ｂ組のＳとＲグループ 12:15～12:55 Ａ・Ｂ組のＭとＩグループ 
11 日（木） Ａ・Ｂ組のＭとＩグループ 12:15～12:55 Ａ・Ｂ組のＳとＲグループ 
12 日（金） Ａ・Ｂ組のＳとＲグループ 12:15～12:55 Ａ・Ｂ組のＭとＩグループ 
13 日（土） Ａ・Ｂ組のＭとＩグループ 12:15～12:55 Ａ・Ｂ組のＳとＲグループ 

≪Ａ組のＳ(酢豚)グループ≫ 教室：２年Ａ組 
 8 日(月) 9 日(火) 10 日(水) 11 日(木) 12 日(金) 13 日(土) 

登校 9:50 まで 12:40 まで 9:50 まで 11:50 まで 9:50 まで 11:50 まで 
1 時間目 英語 音楽 英語 英語 技術  
2 時間目 数学 理科 国語 理科 数学  
3 時間目 社会 社会 体育 美術 国語  

給食 なし なし あり あり あり あり 
下校 12:15 15:20 12:55 15:20 12:55 15:20 

≪Ａ組のＭ(麻婆豆腐)グループ≫ 教室：２階家庭科室 
 8 日(月) 9 日(火) 10 日(水) 11 日(木) 12 日(金) 13 日(土) 

登校 12:40 まで 9:50 まで 11:50 まで 9:50 まで 11:50 まで 9:50 まで 
1 時間目 英語 音楽 体育 英語 技術  
2 時間目 数学 理科 英語 美術 数学  
3 時間目 社会 社会 国語 理科 国語  

給食 なし なし あり あり あり あり 
下校 15:20 12:15 15:20 12:55 15:20 12:55 

≪Ｂ組のＩ(イクラ丼)グループ≫ 教室：２年Ｂ組 
 8 日(月) 9 日(火) 10 日(水) 11 日(木) 12 日(金) 13 日(土) 

登校 12:40 まで 9:50 まで 11:50 まで 9:50 まで 11:50 まで 9:50 まで 
1 時間目 理科 英語 理科 数学 数学  
2 時間目 英語 音楽 体育 国語 社会  
3 時間目 国語 美術 社会 英語 技術  

給食 なし なし あり あり あり あり 
下校 15:20 12:15 15:20 12:55 15:20 12:55 

≪Ｂ組のＲ(ルッコラ)グループ≫ 教室：３階学習室 
 8 日(月) 9 日(火) 10 日(水) 11 日(木) 12 日(金) 13 日(土) 

登校 9:50 まで 12:40 まで 9:50 まで 11:50 まで 9:50 まで 11:50 まで 
1 時間目 国語 英語 社会 数学 数学  
2 時間目 英語 音楽 体育 国語 社会  
3 時間目 理科 美術 理科 英語 技術  

給食 なし なし あり あり あり あり 
下校 12:15 15:20 12:55 15:20 12:55 15:20 
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