1 年生の皆さんこんにちは

ニュートンのリンゴは見つかりましたか？

4 月８日、グランドにいた私に、大きな声で

（学年だより参照）新たな発見はどこに転が

元気にあいさつをしてくれた皆さんに、大き

っているか誰もわかりません。皆さん自身の

な期待をしています。

リンゴが見つかるように、心のアンテナをい

私は、社会科を担当します。早く楽しい授
業ができることを楽しみにしています。

教務主任 永澤 光郎

つもより高くして、毎日を過ごし
てみてください。皆さんと美術の
授業ができるのを楽しみにしてい
ます。
１学年主任 山岸 啓介

みなさん、お元気ですか？学校が長い休み

皆さん元気に過ごしていますか？ 私は皆

となっていますが、体調に留意しながら勉強

さんとの生活が始まる日を楽しみに、授業や

や運動など、できることを計画的に進めてい

教室の準備を進めています。
休校が明けたら、勉強に、行事に、仲間と

きましょう。
次に会う時にはともに元気に、そして笑顔
で会いましょう。みなさんに会える日を楽し

の生活に、力を注ぎ、全力で楽しみましょ
う！ 次に会える日を楽しみにしています☺

みにしています。
１年１組担任 岡田 祥

１年２組担任 星野 優子

皆さん、体調は大丈夫ですか？長い休校

４月８日から１週間ほどが経ちましたが、み

で、体力も気力も下降気味かもしれません

なさんお元気でしょうか？休校が続き、先生

が、健康が一番です。臨時休校明けには、心

方も早くみなさんに会いたくて、うずうずし

も体も元気な皆さんに、会えるのを楽しみに

ています。ただ、今できることは「Stay

しています。それまでは、私も病気には負け

Home」です。意味は教科書で調

ないよう、頑張ります。このつらい時期をと

べてください。また会える日を楽

もに頑張って乗り切りましょう。

しみにしています。

１年３組担任 安田 好子

１年４組担任 後藤 啓大

皆さんと会ってから一週間が経ちました。ど

皆さん元気ですか？今はコロナウイルス拡

のように過ごしていますか？楽しい学校生活

大防止のため我慢の時期が続いていますが、

が始まらず残念に思っているかと思います。

コロナウイルスに負けずに、

それまでは学校生活の始まりに向けて、早寝

みんなで今できることを頑

早起きや手洗いうがいで規則正しい生活を心

張ろう！先生たちもみんな

がけ、健康な体でお会いしましょう！楽しみ

と同じで学校の再開を楽し

にしています。

みにしています。
１年副担任 飯田 明希

１年副担任 本郷 伸太郎

2 学年 教職員からのメッセージ
学年主任 秋山

1 組担任 角田

皆さんと会えなくなって、さびしい思

家にいる時間が多くなりますが、スト

いをしています！ でも、今はガマンの

レッチ運動など自宅でできる運動をしな

時！ この時間を有効に使い、自分を成

がら気分転換をうまく行ってください。

長させてください！ 一回り成長した皆

青学年の皆さんに、会える日を楽しみに

さんとの再会を楽しみにしています！

しています。

2 組担任 中澤
皆さんと会えなくなり、非常に寂しく

3 組担任 志村
「ステイホーム」中に、調理に挑戦し

感じています。とても大きな困難です

ている人がとても増えたそうです。皆さ

が、前向きに考えて、頑張って乗り越え

んも、ぜひいろいろな料理を作ってみて

ていきましょう。また、皆さんと会える

ください。また会える日を楽しみに、み

日を楽しみに待っています！！

んなで頑張りましょう！

4 組担任 大波

1.2 組副担任 田中

みなさん、元気に過ごしていますか？

睡眠、食事、学習のリズムが整った生

夜更かしして体調を崩してないですか？

活をしていますか？前に読んだ本を読み

健康でいることが何よりも大事です。ま

直してみるのも新しい発見があっていい

た元気に学校で会えることを楽しみに待

かもしれませんね。そんな前向きな気持

っています！

ちで、この時間を過ごしていこう。

3.4 組副担任 宮田
一日でも早く、青学年のみんなと学校
生活を送れることを祈っております。大
変な日々が続きますが、日常が戻ってく
るよう、健康に気を付けながら頑張って
乗り越えていきましょう。

みんなが元気に登校してくるのを
楽しみにしています！！

指扇中学校

緑学年の先生からのメッセージ
4 月 8 日にみんなの顔を久しぶりに見れて本当
に嬉しかったです。家での生活はどうですか？
先生は，運動不足にならないように家の中や公
園で意識して身体を動かすようにしています。
みんなも生活のリズムを崩さないように毎日を
過ごしましょう。また，笑顔で会える日を楽し
みにしています。

学年主任 榎本剛司

みなさん元気にしていますか？みなさんがいな

皆さんこんにちは！先生も外出を自粛しています

い学校、教室は本当に静かで、寂しいです。今、

が、家の中で過ごし続ける日々は辛いですね…早

とても辛いと思いますが、必ずまた登校できる

くみんなに会いたいと毎日思っています。今を乗

日が来ます。その時までに、今できることをきち

り越えれば、また楽しい生活が戻ってきます。休

んと考え、行動してみてください。辛い今こそ、

み時間にわいわい遊んだり、楽しい楽しい勉強が

頑張り時です。一緒に乗り越えて、また笑顔で再

できたり（笑）そんな日を先生も待ち望んでいま

会しましょう。

す。笑顔で再会しよう！

1 組担任 渡邉 大

2 組担任

池田翔吾

皆さんいかがお過ごしでしょうか。真面目な皆さ

お久しぶりです。元気ですか。自宅待機が続く中、体にも変化

んのことです、しっかりと外出を自粛しながら過

が出てくる頃だと思いますが、何をやるにも体が資本です。毎

ごしていることと思います。ストレッチに取り組

日勉強と筋トレをしっかりやっている皆さんだと思いますの

んでみたり、いい機会ですので日頃読まない人も

で、次会うときにはひと回りもふた回りも逞しくなっているこ

読書してみたりするのも良いと思います。携帯や

とを期待しています。私もマイナス４キロ目指して、トレーニ

ゲームばかりでなく、ちょっと違うことにもチャ

ング中です。次会うときは、元気な体で、そして笑顔で会いま

レンジしてみましょうね！

しょう。時間を大切に生きていこうね。4 組担任 竹野恵美

３組担任 河内一成

みなさん、お元気にしていますか？お家にいる

まず、伝えたいこと！何かあったらすぐ連絡して

時間が増えたので、普段はなかなかできないよ

ください。学年の先生に、何でも話してください。

うなお家の手伝いができるチャンスです！課題

そして、せっかく家にいられる時間、その時間を

や勉強も取り組みながら、今だからこそできる

大切にしてください！！いつも忙しくてなかなか

ことにチャレンジしてみてください！私は、裁

できなかったこと、ゆっくり考えたかったこと、

縫にチャレンジしています♪皆さんに会える日

そして今までの授業の復習。みんなで前を向いて

を楽しみにしています！１・２組副担任 佐伯

頑張ろう！３・４組副担任

野口

保護者の皆様へ
生徒達が登校できる日を心からお待ちしています。それまで、家庭で生徒一人一人が生活リズムを崩さずに、
日々成長できるように声かけをよろしくお願いします。
（緑学年職員一同より）
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４月８日に皆さんの元気な姿を見
ることができて、ほっとした気持
ちになりました。休業日が５月６
日まで延びてしまいましたが、今
できることをしっかりと考え、取
り組み元気に過ごしてください。
皆さんと笑顔で会える日を楽しみ
にしています。教頭先生（八坂）

・

より

す

みなさん、元気に過ごしています
じゅぎょう

か？みなさんと 授 業 ができる日
たの

じゅんび

はじ

べんきょう

じゅうじつ

ど、あじさい１０人で 充 実 したと
いっしょ

す

きを一緒に過ごしましょうね！
がっきゅうしゅにん

指中のみなさん、元気に過ごして
いますか？
長い休みになってしまい、毎日な
んとなくダラダラ過ごしていませ
んか？早寝早起き朝ごはん・歯み
がきをしっかりし、学校が始まっ
ても大丈夫なように過ごしましょ
う。
保健室 石原真里奈

うんどう

学校が始まったら、勉 強 や運動な

あじさい 学 級 主任
あじさいのみなさん、元気に過ご
していますか？学校が始まった
ら、みなさんと一緒に勉強するこ
とをとても楽しみにしています！
それまで健康に気を付けて、毎日
楽しく過ごしてください。また元
気に学校で会いましょう！
あじさい 1 組担任 畠山静花

すす

を楽しみに、準備を進めています。

かいもと

り

さ

開元 里早

あじさいのみんな元気で過ごして
いますか？４月８日は、みんなの
元気な姿を見ることができてとて
もうれしく思いました。また全員
そろって笑うために体調管理には
気を付けましょう！また会える日
を楽しみにしています。
あじさい 担任 平山 佑気

みなさん、元気ですか？
毎朝早めに起きて、朝・昼・晩の 3
食をきちんと食べられていたら、
すばらしい！！きっと元気でしょ
う。給食が始まったら、またモリ
モリ食べてくれるのを楽しみにし
ています。
栄養士 石川 歩美

みんなが元気に登校できる日を
心から楽しみにしています♪ （さっしーくん）

