
 

 

 

 

 

★入学おめでとうございます★ 
 みなさん、白馬中学校への入学、おめでとうございます。  

今年入学された 67 名の皆さんは２クラスに分かれ、これからの３年間を勉強のみに限らず、ク

ラブ活動や部活動、また己を磨くために邁進して欲しいと思います。小学生のあいだは『児童』

と呼ばれ、電車なども子供料金ですが、中学生からは『学生』と呼ばれ、大人扱いされます。

今、皆さんは大人に向かっての第一歩を踏み出したわけです。そのスタート地点がこの中学であ

り、今日がその出発点なのです。  

 中学校の３年間は、ただ楽しいばかりではないでしょう。時には、悩んだり傷ついたりしなが

ら、目標に向かって進んでいくことが大切です。その中で出来た友人は、皆さんの何物にも変え

難い生涯の親友となります。大切な仲間と共に頑張っていきましょう。  

 

保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。１年生１人ひとりが順調に中学校生活のスタートを

切り、充実した学校生活を送れるように、１学年職員一同、全力で指導にあたりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

【１学年職員紹介】 
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技術科 A組担任 

学年主任 

 みなさん、こんにちは！これから中学校生活が始まります。全員で力を合わせて、活

気ある、充実した学校生活を創り上げましょう。みなさん 1 人ひとりの活躍を後ろか

ら支えさせていただきます。１年間よろしくお願いします。 
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保健体育科  

B組担任 

 初めまして。皆さんと中学校生活のスタートを切ることができてうれしいです。お互

いを尊重し合い、高め合っていけるそんな関係を作っていければと思います。中学生ら

しくメリハリのある学校生活を送っていきましょう。主役は皆さん１人ひとりです。１

年間よろしくお願いします。 
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数学科 

1学年 副担任 

開発 2 副担任 

新入生の皆さんようこそ白馬中学校へ。入学おめでとうございます。これから新しい生

活が始まります。小学校の時とは違うことがたくさんあります。戸惑うこともあると思

いますが、先生方や先輩に相談したり、悩みを打ち明けたりしてください。早く新しい

生活に慣れ｢たのし うれし  白馬われら｣の学校目標に向けて学校生活を送りましょう。 
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家庭科  

開発２A 担任 

ようこそ 白馬中学校へ。皆さんと出会うことができて、とてもうれしいです。中学校

生活の主人公は皆さん自身です。皆さんが自分らしく活躍できるよう、サポートしてい

く役目を一生懸命していきたいと思います。よろしくお願いします。 
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1学年 副担任 

開発１ 副担任 

ご入学おめでとうございます！心も体もぐんっと成長する中学校生活のスタートを一

緒に始められることを、とても楽しみにしています。何事にも全力で取り組んでいきま

しょう！私たちも全力で応援していきます。１年間よろしくお願いいたします。 
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1学年 副担任 

開発 2 副担任 

皆さんご入学おめでとうございます。人生で初めての中学校生活は不安と希望だらけだ

と思います。私たちも全力でサポートしていきます。最高のスタートがきれるように一

緒に頑張っていきましょう！よろしくお願いします。 

 

【本日の配布物】（■は後日提出となります。必要箇所を記入していただき、期限までに必ず提出してください。） 

 今年度、１学年では通知を入れるためのファイルを準備させていただきました。通知が確実にご家庭に届くよ

うご協力よろしくお願いします。 
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★青い目隠しファイルの中身★ 

■健康調査票  ■緊急連絡カード  ■結核健康診断問診票  ■運動器検診調査票 

★その他配布物★ 

□生徒の個人情報の利用についてのお願い   ■白馬中学校教育活動に関わる個人情報の利用について 

■健康チェックカード  ■自転車通学許可願い  □学級担任による家庭巡回について 

□学校開放日・PTA総会のお知らせ  □携帯メール連絡網の登録のお願い 

□長野県 PTA連合会安全互助制度 PTA会員傷害・賠償補償制度のご案内（家庭数） 

□重要事項説明書 契約概要・注意喚起情報のご説明（家庭数） 

□新型コロナウイルス感染症の予防と発生時の対応について（家庭数）    □年間行事予定表 

□こんだてひょう □部活動の運営について □部活動入部までの推進日程  □学年通信   □校章   

□ヘルメットシール  □防犯ブザー  □生徒手帳  □お便りファイル  □各教科教科書 

【４/７（水）からの予定】 

 

【その他行事予定】 

４月１２日（月）～４月１５日（木）：家庭巡回 

         ４月１５日（木）：身体測定（１年） 

         ４月１９日（月）：部活動説明会 

         ４月２３日（金）：内科検診（１年） 

         ４月 28日（水）：生徒総会・部活動発足会 

         ４月 30日（金）：学校開放日① PTA総会 

４月７日（水）  給食・清掃開始 
８：１５  登校完了 

 ８：４５～１０：３５  学校生活オリエンテーション 

生徒会対面式 

１０：５０～１２：４０  学活 

１２：４０～ 給食 

１３：３５～１４：１５  学活 

１４：２２～１４：３２  清掃 

１４：４０～１４：５０  帰りの学活 

    １５：００  下校（自転車通生以外の下校） 

１５：００～１５：１５  自転車通生の手続き等の説明会 

（通学許可願い持参） 

    １５：２０  完全下校 

４月８日（木） 
８：１５  登校完了 

８：４５～ ９：３５  学習オリエンテーション 

９：４５～１０：３５  全校集会「SDGｓの会」 

１０：５０～１１：４０  「向学の風」読み合わせ 

１１：５０～１２：４０  学活 

     １２：４０～ 給食 

１３：３５～１４：２５  学活 

１４：３２～１４：４２  清掃 

１４：５０～１５：００  帰りの学活 

     １５：１５  下校 

 

４月９日（金） 通常授業開始 
８：１５  登校完了 

１～６校時  ８：４５～１５：２５  通常授業 

 １ ２ ３ 4 ５ ６ 

A 総合 総合 国語 数学 英語 理科 

B 総合 総合 体育 数学 英語 国語 

     １５：３２～１５：４２  清掃 

     １５：５０～１６：００  帰りの学活 

           １６：１５  下校 

 

４月１２日（月） 通常授業・家庭巡回開始 
８：１５  登校完了 

１～５校時  ８：４５～１４：２５  通常授業 

 １ ２ ３ 4 ５ 

A 国語 音楽 数学 道徳 社会 

B 理科 国語 数学 道徳 技術 

     １４：３２～１４：４２  清掃 

     １４：５０～１５：００  帰りの学活 

           １５：１５  下校 

 



【各種持ち物】 

（１）保健関係書類（詳細は４月６日配布の「各種健康診断の問診票、調査票記入について」をご覧ください） 

□保健調査票                 □運動器検診調査票   

□緊急連絡カード・緊急時引き渡しカード    □定期結核健康診断の問診票 

   ※目隠しファイルに貼ってある名前シールに記載されている数字が今年度の名簿番号となります。記入の

際にご活用ください。 

提出期限 ４月８日（木）までに、目隠しファイル（青いクリアファイル）に入れて担任へ提出してください。 

 

（２）その他４月７日（水）の持ち物 

□健康チェックカード   □自転車通学許可願い（必要な人のみ）    

□白馬中学校教育活動に関わる個人情報の利用について    □筆記用具   □ハンカチ  

□ポケットティッシュ  □雑巾２枚（１枚：個人（記名）１枚：提出（記名なし）） 

□エプロン（給食用）  □三角巾（給食用）  □日本手ぬぐい（清掃用）  □歯磨きセット  

□運動着の長ズボン（女子のみ、清掃時着用）  □生活記録  □名前を記入した教科書  

 

 

【家庭巡回について】期日：４月 12日（月）～15日（木）  

 「学級担任による家庭巡回について」を配布しましたのでお読みください。家庭訪問とは違って生徒の皆さん

のお宅の位置を確認させていただくことを主旨とした巡回です。したがって、お宅は留守にされていてもかまい

ません。大まかな地区割りがありますが、クラスの人数により変更する場合がありますのでご了承ください。な

お、巡回予定表を４月９日（金）に配布する予定です。 

 

 

【部活動について】 

 本日、「部活動入部までの推進日程」を配布しました。部活動見学から入部までの日程が非常にタイトになって

おります。提出物が期限内に確実に提出されるようご協力お願いいたします。押印や保護者サインの漏れが無い

ようご確認ください。また、部活動見学・仮入部期間中の下校時刻は推進日程に記載されている通りです。 

 入部までの徹底事項は以下の通りになります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

★入部までの徹底事項★ 

・入部するまでは、平日・休日練習に参加することができない。（期間中の体験入部はその限りではない） 

・入部するまでは「白馬中学校部活動」として大会に各種大会に参加することができない。 

 

 

 

 

 

 

 



【今月の予定】 

 

【連絡】 

〇携帯メール連絡網の登録をお願いします。 

・学校のメール連絡網「絆ネット」への登録をお願いします。 

・学校や学年からの連絡事項をメールにて連絡します。 

・家庭巡回（４／１２～）が始まる前に登録をお願いします。 

 ・詳しくは本日配布しました「携帯メール連絡網の登録のお願い」をご覧ください。 

 

〇欠席時の連絡（家庭→学校・学校→家庭）について 

・朝は８：１５までに教室に入れるようにしてください。 

・欠席する場合には、７：４５～８：０５に保護者の方が、学校へ連絡をお願いします。 

・欠席した場合の次の日の時間割の連絡については、本校では、「生徒が届け物をすることはしない」という原

則があります。そのため、担任が何らかの連絡方法で時間割の連絡をしますが、お互いに、連絡がつきにく

いことがあります。そのような場合には、学年通信のスライド番号で時間割を確認してください。 

配布物についても緊急を要するものを除いて、担任が預かっておきます。 

 

〇授業開始に向けての準備について 

各教科の授業で使用するノート等については、どのようなものを用意すればよいかなど最初の授業で教科担任

より連絡します。また、教科から出される課題（宿題）についても、授業の時に連絡されます。どのように取り

組んでいけばよいのか、その時にしっかりと教わってください。毎日提出する教科とテストなどの節目ごとに提

出する教科があります。 

 


