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＜学校教育目標＞

「調和のとれた人間性豊かな生徒の育成」

(１)「確かな学力」自ら学んでいく生徒を育成する

(２)「豊かな心」他者を思いやる生徒を育成する

前原中１学年便り (３)「健やかな体」健康で活力のある生徒を育成する

Ｒ４．４．８ 前原中学校 ☎０４７－４７８－６８３１

ご入学おめでとうございます。
今年度、１学年を担当する１３人の教員の自己紹介です。よろしくお願いい

たします。

＜１組担任＞ ＜２組担任＞

保健体育と生活指導を担当します。 ご入学おめでとうございます！教科

部活はバスケットボール部顧問です。 は音楽です！皆さんとたくさん話を

学校で一番身長が高いです。元気に して、楽しい時間を過ごしたいです。

楽しく一緒に頑張りましょう。 よろしくお願いします。

＜３組担任＞ ＜４組担任＞

皆さん、初めまして！生まれも育ち １年生の皆さん、ご入学おめでとう

も生粋の船橋っ子です。趣味は音楽、 ございます。教科は数学、部活は野

映画、ラグビー、ゲーム、カメラと 球部を担当します。皆さんと１年間

何でも好きです。皆さんと沢山お話 楽しく過ごしていきたいと思います。

をしたいので、いつでも話しかけて

ください。教科は社会科を担当しま

す。

＜６組担任＞

初めまして！教科は国語、部活は演

＜５組担任＞ 劇部を担当します。背は小さいので

ご入学おめでとうございます。理科 すが声は誰よりも大きいので、明る

を担当します。日常の”なぜ？” く挨拶してくれたら嬉しいです！！

”どうして？”を大切にしていきま 「自分もみんなもワクワクすること

しょう！ を追求する」をモットーに毎日頑張

っていこうと思います。

燦々
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＜７組担任＞ ＜８組担任＞

ご入学おめでとうございます。担当 皆さんご入学おめでとうございます。

教科は社会です。皆さんと楽しく学 １２３６７８組の理科を担当します。

習していきたいと思います。一年間 安全と健康に気をつけて、楽しく理

よろしくお願いします。 科の勉強をしましょう。よろしくお

願いします。

＜９組担任＞ ＜副担任＞

１３６９組の音楽を担当します。皆 １年生の皆さん、ご入学おめでとう

さんと会える日を心待ちにしていま ございます。これから一緒に中学校

した。１年間たくさんの思い出をみ 生活を充実した３年間にしていきま

んなと作れることが本当に楽しみで しょう！ If you want to be happy,be
す。一緒に頑張っていきましょう。 (幸せになりたいなら、なろう)

＜副担任＞ ＜副担任＞

皆さんご入学おめでとうございま ご入学おめでとうございます。１学

す！１３５７９組の英語を担当しま 年の副担任になりました。皆さんと

す。授業以外でも皆さんの学校生活 年齢が近いと思うので、趣味や好き

をサポートできればと思っているの なものが一緒のものがあるかなと思

でよろしくお願いします！ っています。皆さんと沢山お話をし

Keep smiling!! ていきますので、一緒に楽しい学校

生活を過ごしましょう。よろしくお

願いします。

＜学年主任＞

学年の先生方の中で、最高齢です。

歳はとっていますが、気持ちだけは

負けないつもりです。教科は保健体

育、部活動は陸上競技部を担当しま

す。

重 要 本日、お配りした「４月の予定献立表」をご覧になり、申し込み

の希望を１１日(月)に必ず、ご提出ください。



- 3 -

☆ 学年日課について

１校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 備考

学級 学年集会 スマホ教室 学級

１１ 学級開き

自己紹介カ 学年職員の 自己紹介

月 ードの記入 自己紹介

学級 学級

１２ 新入生 新入生

歓迎会 歓迎会 校舎見学 校舎見学

火 １～４組 ５～９組

写真撮影 写真撮影 身体測定 身体測定

１３

※写真撮影がないクラス ※終了次第、

水 は、学級 学級

学級 学級 学年レク 学年レク 学級 弁当

１４ (体育館) (体育館) 水筒

教科書配付 持参

木

心電図検査 9:00～ 11:30 授業 避難訓練

１５ 給食

※検査がないクラスは、学級 ※詳細は 開始

金 掲示物等の作成 ↓

＜持ち物＞ １組 音楽

・読書する本 ・入学のしおり ２組 美術

・筆記用具 ３組 国語

・色鉛筆 ４組 理科

・油性のペン(ネームペン等) ５組 英語

・ジャージ、体操服 ６組 英語

・給食時は、はし・ランチョンマット ７組 理科

・キャリアパスポート ８組 社会

・のり、はさみ ９組 数学

・ぞうきん２枚
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☆ 今後の予定

日 曜 行 事 等 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

８ 金 入学式 １年保護者会

９ 土

１０ 日

１１ 月 スマホ教室

１２ 火 新入生歓迎会 ２年保護者会

１３ 水 写真撮影 身体測定

１４ 木 委員会・学評 仮入部期間～ 22日 ※弁当・水筒持参です
１５ 金 教科リーダー会議 給食開始

１６ 土

１７ 日

１８ 月 内科検診１～３組 生徒評議会 月① 月② 月③ 月④ 月⑤ 月⑥

１９ 火 尿検査 火① 火② 火③ 火④ 火⑤ 火⑥

２０ 水 水① 水② 水③ 水④ 水⑤ 水⑥

２１ 木 会議日 木① 木② 木③ 木④ 木⑤

２２ 金 部活動集会 金① 金② 金③ 金④ 金⑤ 金⑥

２３ 土

２４ 日

２５ 月 家庭訪問 金① 金② 金③ 金④

２６ 火 家庭訪問 火① 火② 火③ 火④

２７ 水 千教研 水① 水② 水⑤ 水⑥

２８ 木 家庭訪問 木① 木② 木③ 木④

２９ 金 昭和の日

３０ 土

※ １４日は、牛乳がありません。水筒を持参してください。

１５日の給食開始日より、牛乳があります。


