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館林市立第二中学校新１年生の皆さん、保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。

いよいよ今日から中学生です。大きな期待とちょっとの不安が入り混じった気持ちで、今

日を迎えたことと思います。皆さんは、これからの３年間で身体も心も大きく成長します。

その中で、時に悩んだり、壁にぶつかったりすることもあると思いますが、それもたくま

しく成長していくための試練であり、階段であるとも思います。大切なのは、心のうちに

ある『より良くなりたい』という気持ちと素直に向き合うことだと思います。そして私た

ち第二中学校職員一同は、生徒が真っ直ぐに成長するための支援を、精一杯にしていきた

いと考えています。また、そのためには保護者の方々と互いによく理解し、協力し合うこ

とがとても大切であると思っています。第二中学校の新１年生７３名が多くの場面で活躍

し、自分の目標・夢・希望にむかって飛躍するために、ご支援ご協力をよろしくお願いい

たします。 第一学年 職員一同

１年生の各クラスの担任・副担任・生徒数

担任 副担任 生 徒 数 合 計

１組 稲垣 進也 藤生由美子 男子１３名 女子１０名 合計２３名
男子 ４０名

２組 栗田 慎也 小林 宏 男子１３名 女子１１名 合計２４名 女子 ３３名

３組 栗原 友太 小林 宏 男子１３名 女子１１名 合計２３名 合計 ７３名

５組 野本 祥一 小林 宏 男子 １名 女子 ０名 合計 １名

６組 中繁真紀子 藤生由美子 男子 ０名 女子 １名 合計 １名

お世話になる先生方
組 国語 社会 数学 理 科 英 語 音楽 美術 技術 家庭 保健体育

１ 赤坂 栗原 栗田・関澤 中繁・古澤 藤生・ジェシカ 毛塚 鑓田 野本 稲垣 小林・田尻

２ 赤坂 栗原 栗田・関澤 中繁・古澤 藤生・ジェシカ 毛塚 鑓田 野本 稲垣 小林・田尻

３ 森木 栗原 栗田・関澤 中繁・古澤 藤生・ジェシカ 毛塚 鑓田 野本 稲垣 小林・田尻

５ 野本・森木・小阿瀬・藤生・久保田・毛塚・鑓田・稲垣

６ 中繁・栗田・関澤・小阿瀬・藤生・毛塚・鑓田・稲垣・田尻

養護教諭：渥美美都樹先生 スクールカウンセラー：佐伯幸子先生

心の相談員：矢動丸 瞳先生 図書館：栗原久美子先生

中学校の３年間は、自分

の進路や将来への希望にむ

けて準備する大切な時期と

なります。一日一日、一瞬

一瞬の時を大切にし、積み

重ねながら充実したものに

していきましょう！

本日の予定
担任の話・・・挨拶、教科担任発表、座席・ロッカーの説明等
配布物・・・・生徒調査票、教科書、生徒手帳、学年通信、こんだて表

部活関係資料、保健関係資料、名札→注文中、校時表や時間表は後日
提出物・・・・入学通知書（受付時）、入学説明会で配布済みのもの→自転車許可願、健康調査票・緊急時連絡カード
連絡事項
①４月８日（水）は制服で登校し、本日指示をした決められた駐輪場に自転車
をとめ、８：２５までに教室に入りましょう。【自転車・ヘルメット・カッパ】
あなたの自転車置き場は【 】です。※メモしましょう。

※１年生はＡ１～Ａ２４の範囲です。
②持ってくる物 マスク、ハンカチ、ティッシュ、（名札：注文中）
ジャージ（上下）、筆記用具、生徒手帳、エプロン、バンダナ（三角巾）、ハシ
ぞうきん２枚、ゴミ袋２枚、レジ袋３枚、大きいせんたくばさみ１個
体育館シューズ、歯ブラシセット、ボックスティッシュ・読書用の本

☆自転車許可願、健康調査票・緊急時連絡カード（忘れた人）
☆生徒調査票、保健関係提出資料、保険証のコピー【早めにお願いします】

③４／８（水）の予定 給食開始
１校時：学活 担任の話・座席・ロッカー・下駄箱等確認
２校時：着替え指導・学年集会（ふれあい広場） ※学年・クラス写真撮影

１年職員自己紹介・二中の生活について・入室や退室の仕方
３校時：学活 クラスの係・掃除当番・給食当番・日直等クラスの仕事確認
４校時：学活 ライフの書き方・その他
５・６校時：新入生を迎える会（制服）委員会・部活動などについて

④制服着用時に身に付ける名札を注文しました。後日配布します。制服の名札は、
３年間使用しますので丁寧に扱い、なくさないように気をつけましょう。

⑤教科書・明るい学級・補助教材（薄い冊子）などあわせて全部で 冊 配布しまし
た。落丁や汚れがないか確認して名前を書いて下さい。

⑥朝読書を開始します。自宅から本を持ってきて下さい。マンガや雑誌は禁止です。

今週・来週の予定

月 日 曜 １校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 ６校時 行事・その他
７日 火 新任式・始業式 入学式
８日 水 学活 集会 学活 学活 新入生を迎える会
９日 木 検査 学活 学活 学活 学活 学活 自転車点検予定

１０日 金 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 委員会 委員会編成
１１日 土
１２日 日
１３日 月 月１ 月２ 月３ 給食なし ④⑤⑥カット 下校 朝：身だしなみ検査
１４日 火 火１ 火２ 身体測定 火４ 学活 総合 身体測定（作文等）
１５日 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
１６日 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 水６
１７日 金 金１ 金２ 金３ 道徳 金５ 金６
１８日 土
１９日 日
２０日 月 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火５ 集金日 短縮 写真撮影

※緊急時などに学校からメールで連絡します。保護者メールの登録をお願いいたします。
※二中の Webページをこまめに確認してください。



生活習慣の見直しを！～ぐんまの子どものためのルールブック５０より～→→→

中学校入学を機に、新たな気持ちで頑張ろうと思っている人がたくさんいると思います
が、何をどう頑張ったらよいか分からない面もあるのではないでしょうか？そのための良
いテキストが以前群馬県教育委員会から配布されています。『ぐんまの子どものためのル
ールブック５０』です。多分各家庭で保管さていると思いますので、是非読み返してみて
ください。これから、学年便りを発行する時は、いくつかずつ掲載していきたいと思いま
す。ひとつひとつのことを頑張れば、きっと素晴らしい中学校生活が送れると思います。
親子の話し合いのきっかけにしてください。

◎学習について
中学校３年間で学習する内容は非常に豊富で多岐にわたります。ですから、５教科・９

教科のすべてを万遍なくマスターするのは決して容易なことではありません。小学校の時
とは違い、教科担任制で授業は進めていきます。日々の授業・学習をおろそかにするとす
ぐにわからなくなってしまいます。
各教科にはそれぞれ特色があります。この特色を理解し、特色に応じた勉強の仕方を工

夫することがなによりも大切です。
それぞれの教科の授業を受ける心構えや学習の仕方など、どんな勉強の仕方をすれば学

習内容が身につくか、説明されるでしょう。皆さんが学習を進めていくうちに、いろいろ
な疑問にぶつかったら、「各教科の先生に」遠慮なく聞いて、早く自分にあった勉強法を
みつけていきましょう。

※授業で準備するもの
※教科担当の先生によく聞いてください。
※氏名記入用ネームペン・筆記用具 ◎１学期の主な行事◎
◎係・委員会、部活動について ※新型コロナ感染予防のた変更になる可能性
当番活動やどの係・委員会活動も、クラ もあります。

スや学校にとって必要で大切な仕事を担っ
ています。新入生を迎える会で先輩達から ４月 ７日（火）入学式
説明があったり、クラスで担任の先生から ８日（水）新入生を迎える会
話があると思います。進んで取り組み、ク 市春季大会→中止
ラスや学校のために協力していきましょう。 ２０日（月）集金日
◎おもな行事について
１学期には右記のような行事があります。 ５月 １日（金）授業参観ＰＴＡ総会

積極的に取り組み、クラスや学校を盛り上げ、 ８日（金）部活動編成
楽しい学校生活にしていきましょう。 １３日（水）～２２日（金）家庭訪問
◎家庭訪問について ※夏休み等延期の可能性あり
家庭訪問は５月１３日（水）１４日（木）１９ １１日（月）集金日

日（火）２０日（水）２１日（木）２２日（金） １２日（火）保護者会（榛名高原学校説明会等）
を予定しています。詳しい案内や予定表は、後日 ２２日（火）中間テスト
担任より配布します。 ＡＥＤ講習会→延期
※新型コロナ感染予防のため夏休みに変更になる つつじ子房つみ→中止
可能性もあります。 ２７日（水）ＪＯ
◎高原学校（榛名） ２９日（金）英語検定
６月の１７日（水）～１９日（金）榛名高原学

校でのカッター訓練などを予定しています。詳し ６月 県春季大会→中止
い説明会は、５月１２日（火）を予定しています。 ４日（木）校内少年の主張大会
※新型コロナ感染予防のため変更になる可能性も ８日（月）集金日
あります。 １９日（金）漢字検定
◎定期集金について クローバー荘訪問→中止
旅行積み立てと各教科の副教材費・その他合わ １７日（水）１８日（木）１９日（金）榛名高原学校

せて、毎月 10,000円を集金する予定です。 ２４日（水）２５日（木）２６日（金）期末テスト
◎ＰＴＡ体育文化等後援会について ２９日（金）市壮行会
後日総会が行われる予定です。（新型コロナ

感染予防のため変更になる可能性もあります。） ７月 ６日（月）集金日
この会の経費は、主として各運動部及びそ １６日（火）大掃除
れに準ずるものの補助や体育・文化施設・設 ２０日（月）１学期終業式
備の改善充実、並びに校内における文化活動 ４日（土） ５日（日）１１日（土）市夏季大会
の発展にあてられます。この会の会費は、年 １２日（日）１８日（土）１９日（日）市夏季大会
額 3,000 円です。定例集金から当てさせてい ※予定は変更になる場合もあります。
ただきます。 最新の案内や通信で確認して下さい。

『ぐんまの子どものためのルールブック５０』
１、早寝早起きをしよう 卒業アルバム作成について
夜早く寝て、朝早起きをすることは、生活の 例年、１年生から３年生までの

リズムを整え、健康に過ごすために大切なこと 写真をとりまとめて、卒業記念ア
です。「 寝る子は育つ 」という言葉があるよう ルバムを作成しています。
にみんなの体は寝ている間に背が伸びています。 何かご意見等あれば担任または
早く寝れば、それだけ体がすくすく育ちます。 学年主任まで連絡をお願いいたし
また、「 早起きは三文の徳 」という言葉があ ます。編集や作成の方法について

るように、早く起きれば朝食もゆっくり食べら は学校で相談して進めていきます。
れますし、学校にも時間に余裕を持って行けま （購入は希望制）
す。

１年の先生方から一言
学年主任 ２・３組副担任 小林 宏 保健体育
中学校生活のスタート！！今日の気持ちを大切にし、夢に向かって一歩一歩しっか

りと、確実に自分を高めていこう。

１組担任 稲垣 進也 家庭科
ご入学おめでとうございます。「やっと同じ空の下で笑えるね」(Aqua Timez「虹」）
ずっとこの日を楽しみにしていました。充実した中学校生活のお手伝いをしていきた
いと思います。

２組担任 栗田 慎也 数学
ご入学おめでとうございます。一期一会の言葉の通り、みなさんと出会えた喜びを

感じながら、授業や部活動等を通してみなさんと一緒に頑張っていきたいと思います。
失敗を恐れずに、いろいろなことに積極的にチャレンジしていきましょう。よろしく
お願いします。

３組担任 栗原 友太 社会
ご入学おめでとうございます。１年３組担任、社会科を担当します、栗原友太と申

します。様々なことに挑戦して、充実した中学校生活にしていきましょう。１年間よ
ろしくお願いします。

５組担任 野本 祥一 技術
１年生の皆さんご入学おめでとうございます。この４月から二中に異動してきまし

た、野本です。担当教科は技術です。皆さんと一緒に早く二中に慣れ充実した活動が
できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

６組担任 中繁真紀子 理科
入学おめでとうございます！６組担任の中繁真紀子です。理科の授業を担当します。

１年間、様々なことを仲間と一緒にたくさん学んで大きく成長しましょう！よろしく
お願いします。

１・６組副担任 藤生由美子 英語
入学おめでとうございます。英語を担当します藤生由美子と申します。７３名の新

入生と同じく４月から二中に参りました。皆さんと一緒に学校生活を送るのが楽しみ
です。よろしくお願いいたします。

介助員 桂 宏
入学おめでとうございます。一中から転任してきました。介助の仕事をします。楽

しい１年にしましょう。

養護教諭 渥美美都樹
ご入学おめでとうございます。規則正しい生活を心がけ、心身ともに充実した学校

生活を送ってください。保健室からもサポートしていきます。


