
令和２年５月１日  

保護者の皆様へ 

仙台市立郡山中学校   

校長 丸山  淳 

 

５月８日（金）補助教材の販売等について（お知らせ） 

 

 臨時休業の中，各ご家庭で対応いただき，誠にありがとうございます。 

 標題の件につきまして，下記の通り実施することといたします。皆様のご理解とご協力をお願いい

たします。 

記 

 

１ 日  時：  ５月８日（金）       

    旧２年１組，２組・８組   ８：３０～ ９：００ 

     旧２年３組，４組      ９：１５～ ９：４５ 

    旧２年５組，６組・転入生 １０：００～１０：３０ 

    旧１年１組，２組     １０：４５～１１：１５ 

    旧１年３組，４組     １１：３０～１２：００ 

    旧１年５組，６組・転入生 １３：００～１３：３０ 

    新１年１組，２組     １３：４５～１４：１５ 

    新１年３組，４組     １４：３０～１５：００ 

    新１年５組，６組     １５：１５～１５：４５ 

 

２ 対 象  保護者もしくは生徒 

 

３ 場 所  郡山中学校 昇降口 （雨天時:体育館） 

 

４ 内 容  補助教材販売，クラス・学級担任通知，課題回収，課題配付，健康状態確認 

 

５ 販売物  補助教材（内容，価格等の詳細はホームページのお知らせで確認願います） 

 

６ 配付物  学校だより等，マスク，体温計測カード，課題，臨時休業中の生活記録 等 

 

７ 回収物   

  １学年回収物・・・①体温計測カード ②春休みの課題１（A５判社会科含む） 

  ③家庭からの連絡表 

 ④臨時休業中の生活記録等（４月の教科書配付時に渡したもの） 

  ２学年回収物・・・①体温計測カード ②自己紹介カード  ③作文「２年生の抱負」 

 ④５教科の総仕上げ（春休みワーク）  ⑤５教科の総仕上げの確認テスト 

⑥臨時休業中の生活記録等（４月の教科書配付時に渡したもの） 

 

 

 

※三密を避けるため，昇降口

で時差方式により行います。

この時間に対応できない場合

は学校にご連絡願います。 



  ３学年回収物・・・①体温計測カード 

           ②国語【水の作文（未提出者），古文漢文（〇つけせず提出） 

俳句プリント１枚】 

③社会【課題プリント集１冊】 

 ④数学【課題プリント集１冊（関数基本編），課題プリント集１冊（基礎確立編）】 

 ⑤理科【２年生の復習プリント１冊，「１水溶液とイオン」プリント１枚】 

 ⑥英語【課題プリント１枚，単語探しプリント１枚】 

 ⑦技・家【家庭科プリント１枚】 

 ⑧臨時休業中の生活記録等（４月の教科書配付時に渡したもの） 

  ８組回収物・・・・①体温計測カード ②小学校で使用していた青いかご（未持参の場合） 

           ③家庭からの連絡表（１年生のみ，未提出の場合） 

④臨時休業中の生活記録等（４月の教科書配付時に渡したもの） 

 

８ 準備いただく物 

  補助教材費，補助教材が入る袋，上記回収物 等 

 

９ その他 

 （１）指定された時間に来校して受付で新学級の確認を行い，補助教材費を支払います。 

新学級担任から補助教材等の配付物を受け取り，課題等を提出願います。 

 （２）補助教材（副読本やワークブック）の費用は，学年によって異なります。ホームページ上の

学年ごとの補助教材費を確認いただき，できる限りおつりのないよう準備願います。なお，

領収については，集金用封筒（学校で準備したもの）に収受印を押して，後日お渡しいたし

ます。おつりがあった場合は，その封筒に入れてお返ししますので，ご承知おき下さい。 

 （３）販売金額が高額なため，保護者の皆様にご購入いただくようご案内いたしますが，ご家庭の

事情でお子さん自身が購入することも可能です。その際は現金の管理についてご指導を願い

ます。保護者が購入する際は教員にお子さんの健康状態をお知らせ願います。 

 （４）配付物は重いので，重さに耐えられる袋を準備して下さい。 

 （５）来校前の検温とマスクの着用についてご協力をお願いいたします。発熱時や体調不良の際は

無理に来校することがないようにしてください。その際は学校に連絡願います。 

 （６）お子さんが来校する場合の服装は制服でなくても構いません。 

（７）指定された時間に来校できない場合は郡山中学校に連絡して下さい。 

（８）生徒登校日は５月１８日（月），２５日（月），２８日（木）を予定しています。詳細は教材

販売の際に文書でお知らせいたします。 

 

10 ８組の保護者様へ 

 （１）８組の補助教材販売はありません。 

 （２）８組は休業中の課題や学級担任・交流学級のお知らせ等をお渡しするための登校になりま

す。ご都合が悪い場合は郡山中学校に連絡して下さい。 

 

 

 

 

 

問い合わせ 

仙台市立郡山中学校 

教務主任：生駒貴宏 

TEL ２４８－００７１ 



　　　　　　令和２年度　補助教材並びに実習教材一覧
●…販売日に渡すもの
○…後日渡すもの

【１学年】
教　科 教　　材　　名 出　版　社 定　価 備考 業　者

国語 基礎の強化ドリル１年 新学社 360 ○ 北文社
光村の国語ワーク１ 光村教育図書 630 ● 生協
書きぞめ手本・用紙 市中書写研究部会 460 ○ 生協

社会 よみとき総合歴史 浜島書店 690 ●★ 北文社
確認から発展へ　歴史１ 学宝社 300 ○ 北文社
確認から発展へ　地理１ 学宝社 300 ○ 北文社
１年の基礎ドリル社会２８ 明治図書 360 ○ 生協

数学 新しい数学１　基礎からの問題集 東京書籍 612 ● 北文社
１年の基礎ドリル数学 明治図書 360 ○ 生協

理科 理科の自主学習１年B 新学社 670 ● 北文社
基本の確認ドリル理科１年（３２回） 浜島書店 380 ○ 北文社
週のまとめ　理科１ 五ッ木書房 540 ○ 北文社

英語 エンジョイライティング 浜島書店 190 ● 北文社
ジョイフルワーク英語１年（Ｂ） 新学社 700 ● 北文社
基礎の強化ドリル１年 新学社 360 ○ 北文社

音楽 音楽のワークブック１ 正進社 440 ● 北文社
美術 美術資料 宮城県版 秀学社 800 ●★ 北文社

材料費 1100 ○ 北文社
保体 中学体育実技 新学社 802 ●★ 北文社

３年間の保健資料ノート 新学社 650 ●★ 北文社
クリアファイル（赤） 160 ○★ 北文社
新体力テスト 第一学習社 240 ○ 北文社

技家 技術家庭科学習ノート「技術分野」 正進社 620 ●★ 北文社
技術家庭科学習ノート「家庭分野」 正進社 620 ●★ 北文社
生活に役立つ小物作り ヤマザキ 580 ○ 北文社
材料加工実習費 650 ○ 北文社

その他 ハイパーＱ－Ｕアンケート（1回） 図書文化 460 ○ 北文社
アクティブファイル 新学社 570 ○★ 北文社
朝学習ファイル 100 ○ 北文社
マイ・ノート 友栄社 410 ○ 友栄社

15114

合計 15,114 円

★：２～３年間使用の補助教材です　



　　　　　　令和２年度　補助教材並びに実習教材一覧

●…販売日に渡すもの

○…後日渡すもの

【２学年】

教　科 教　　材　　名 出　版　社 定　価 備考 業　者

国語 よくわかる国語の学習２ 明治図書 620 ● 生協

基礎の強化ドリル２年 新学社 360 ○ 北文社

書きぞめ手本・用紙 市中書写研究部会 460 ○ 生協

社会 確認から発展へ　歴史２・３ 学宝社 320 ○ 北文社

確認から発展へ　地理２ 学宝社 320 ○ 北文社

２年の基礎ドリル社会２８ 明治図書 360 ○ 生協

数学 新しい数学２　基礎からの問題集 東京書籍 612 ● 北文社

数学の基礎ドリル２年 明治図書 360 ○ 生協

理科 理科の自主学習２年B 新学社 670 ● 北文社

基本の確認ドリル理科２年（３２回） 浜島書店 380 ○ 北文社

週のまとめ　理科２B 五ッ木書房 540 ○ 北文社

英語 ジョイフルワーク英語２年B 新学社 700 ● 北文社

基礎の強化ドリル２年 新学社 360 ○ 北文社

音楽 音楽のワークブック２・３上 正進社 440 ● 北文社

美術 材料費 1100 ○ 北文社

保体 新体力テスト 第一学習社 240 ○ 北文社
技家 わーくわく技家（家庭分野）Bユニット ヤマザキ 230 ○ 北文社

調理実習費 500 ○
技術教材費 2700 ○ 北文社

その他 ハイパーＱ－Ｕアンケート（1回） 図書文化 460 ○ 北文社
朝学習ファイル 100 ○ 北文社

マイ・ノート 友栄社 410 ○ 友栄社

合計 12,242 円

★：２年間使用の補助教材です　



　　　　　　令和２年度　補助教材並びに実習教材一覧

●…販売日に渡すもの

【３学年】 ○…後日渡すもの

教　科 教　　材　　名 出　版　社 定　価 備考 業　者

国語 新・基礎の学習３ 新学社 630 ● 北文社

漢字と語句 五ッ木書房 400 ○ 北文社

宮城県国語リハーサル４回 浜島書店 330 ○ 北文社

書きぞめ手本・用紙 市中書写研究部会 460 ○ 生協

社会 ビジュアル公民２０２０ とうほう 730 ● 北文社

宮城県リハーサル社会１２回② 浜島書店 480 ○ 北文社

確認から発展へ　公民 学宝社 480 ○ 北文社

基礎のチェック総復習３０回 新学社 420 ○ 北文社

数学 新しい数学３　基礎からの問題集 東京書籍 591 ● 北文社

新　数学の基礎練習 正進社 460 ● 北文社

宮城県数学リハーサル（総合８+直前対策４） 浜島書店 520 ○ 北文社

理科 理科の自主学習３年B 新学社 670 ● 北文社

基本の確認ドリル理科３年３２回 浜島書店 380 ○ 北文社

週のまとめ　理科３ 五ッ木書房 540 ○ 北文社

宮城県ＢＥＳＴ理科１６回+アタック１回④新学社 700 ○ 北文社

英語 ジョイフルワーク英語３年Ｂ 新学社 700 ● 北文社

宮城県ＢＥＳＴ英語⑪（A，B-1） 新学社 500 ○ 北文社

英語の基礎ドリル３年 新学社 420 ○ 北文社

音楽 音楽のワークブック２・３下 正進社 440 ● 北文社

美術 材料費 1300 ○ 北文社

保体 新体力テスト 第一学習社 240 ○ 北文社

技家 わーくわく技家（家庭分野）Aユニット ヤマザキ 130 ○ 北文社

幼児に役立つものづくり トップマン 1000 ○ 北文社

その他 朝学習ファイル 100 ○ 北文社
マイ・ノート 友栄社 410 ○ 友栄社

13031

合計 13,031 円


