
令和 3 年 9 月 10 日 

保護者 様 

渋谷区立上原中学校 

校長 浜田 真二 

 

9 月 13 日（月）からの通常登校について 

 

 日頃より、本校の教育活動につきましてご理解、ご協力をいただき、感謝いたします。 

 さて、政府は東京を含む 19 の都道府県で緊急事態宣言を 9 月 30 日（木）まで延長する

と発表したところですが、渋谷区教育委員会から、当初の予定通り分散登校を 9 月 10 日

（金）までとし、9 月 13 日（月）からは通常登校、という通知がありました。 

 これを受けて、上原中学校も通常登校といたしますが、新型コロナウイルス感染症の状況

は予断を許しません。これまで以上に感染症拡大防止対策にしっかりと取り組みながら、授

業や教育活動を行って参ります。 

 保護者の皆様方にもご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】     

渋谷区立上原中学校  

副校長 柳原 忠夫  

電話 3460-0666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１組 教科 授業者

１時間目 学活 伊藤

２時間目 英語 少人数

３時間目 国語 三浦

４時間目 社会 伊藤

５時間目 体育 森本

６時間目 総合 伊藤

２組 教科 授業者

１時間目 学活 中田

２時間目 数学 関

３時間目 体育 勝又

４時間目 国語 三浦

５時間目 英語 少人数

６時間目 総合 中田

３組 教科 授業者

１時間目 学活 三浦

２時間目 英語 少人数

３時間目 体育 森本

４時間目 数学 関

５時間目 国語 三浦

６時間目 総合 三浦

１３日の持ち物について
各教科の持ち物について(１年生)

持ち物

特になし

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ・歴史の教科書・問題集・資料集・ノート

期末考査の問題用紙

問題用紙

教科書・スマートノート・ファイル・ビンゴ

教科書、ノート、ファイル、赤ペン、問題用紙、

保健の教科書、ファイル、タブレット

持ち物

特になし

問題用紙

教科書・スマートノート・ファイル・ビンゴ

特になし

特になし

水着・試験問題用紙・赤ペン

教科書・スマートノート・ファイル・ビンゴ

保健の教科書、ファイル、タブレット

特になし

持ち物

特になし

教科書、ノート、ファイル、赤ペン、問題用紙、

問題用紙



 

 

 

 

 

 

 

１組 教科 授業者

１時間目 学活 森本

２時間目 理科 三次

３時間目 家庭科 宮坂

４時間目 英語 少人数

５時間目 音楽 今井

６時間目 総合 森本

２組 教科 授業者

１時間目 学活 高橋

２時間目 国語 長谷川

３時間目 理科 三次

４時間目 数学 荒川

５時間目 社会 高橋

６時間目 総合 高橋

３組 教科 授業者

１時間目 学活 今井

２時間目 家庭科 宮坂

３時間目 国語 長谷川

４時間目 英語 少人数

５時間目 理科 三次

６時間目 総合 今井

各教科の持ち物について(２年生)

持ち物

学校にある道徳の教科書とノート

教科書、ノート、問題集、ファイル、テスト問題

教科書、ノート、資料集、ファイル、

裁縫セット、テスト問題

地理セット（教・資・ノ・地図帳）

教科書、ノート、問題集、ファイル、テスト問題

教科書・ファイル・エイゴラボ

エンジョイリスニング

タブレット　　ファイル

『中学生の音楽２・３上』

持ち物

学校にある道徳の教科書とノート

５点セット、タブレット

持ち物

学校にある道徳の教科書とノート

教科書、ノート、資料集、ファイル、

裁縫セット、テスト問題

５点セット、タブレット

教科書、ノート、問題集、ファイル、テスト問題

問題用紙

教科書・ファイル・エイゴラボ

エンジョイリスニング



 

 

１組 教科 授業者

１時間目 学活 篠原

２時間目 社会 高橋

３時間目 英語 少人数

４時間目 数学 篠原

５時間目 技術 大野

６時間目 総合 篠原

２組 教科 授業者

１時間目 学活 荒川

２時間目 数学 篠原

３時間目 社会 高橋

４時間目 体育 勝又

５時間目 家庭科 宮坂

６時間目 総合 荒川

３組 教科 授業者

１時間目 学活 才丸

２時間目 理科 曽根田

３時間目 英語 少人数

４時間目 家庭科 宮坂

５時間目 国語 長谷川

６時間目 総合 才丸

持ち物

各教科の持ち物について(３年生)

試験問題用紙・保健教科書・ファイル・赤ペン

教科書、ノート、資料集、ファイル

裁縫セット、テスト問題

公民セット・テスト問題冊子

教科書・REAL・総整理・ワイドノート

問題冊子・教科書・ノート・問題集・ファイル・筆記用具

教科書　タブレット　古い布

タブレット（シブヤ科発表）

持ち物

タブレット（シブヤ科発表）

問題冊子・教科書・ノート・問題集・ファイル・筆記用具

タブレット（シブヤ科発表）

問題用紙・教科書・理科ノート

教科書・REAL・総整理・ワイドノート

教科書、ノート、資料集、ファイル、

裁縫セット、テスト問題

５点セット（「便覧」特に重要）

公民セット・テスト問題冊子

特にありません。

持ち物



 

 

教科 授業者

１時間目 社会 大谷

２時間目 家庭 飯盛

３時間目 家庭 飯盛

４時間目 数学 担任

５時間目 国語 担任

６時間目 生活 飯盛

　〃　　　　　〃

　〃　　　　　〃

筆記用具　　ファイル

　〃　　　　　〃

　〃　　　　　〃

　〃

各教科の持ち物について(明星)

持ち物


