
令和２年９月８日

保護者様
台東区立上野中学校
校長 上原 一夫

上野中学校 学校公開週間のお知らせ

残暑の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より、本校の教育
活動にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。２学期が始まり、学校にもお子さまの元気な声
が戻ってきました。
つきましては、お子様の学習活動や学校生活を知っていただく機会として、学校公開を実施致

します。期間中は自由に参観できますので、お忙しい中とは存じますが、ぜひ本校生徒の活動を
ご覧いただきますようお願い申し上げます。

記
１．公開日時と内容

学校公開 学校説明会 部活動見学
項 目 月 日（曜） （授業参観） （小学校保護者対象）

〇15:50～17:00：陸上（屋上）
〇15:50～17:00：テニス（校庭）
〇15:50～17:30：剣道（体育館）

学校公開 ９月１７日（木） ８：４０～１５：１０ １５：２０～１６：００ ○16:00～17:00：バレー（体育館）
＜場所：４階図書室＞ 〇16:00～17:00：吹奏楽

（第2音楽室、廊下）
○15:50～17:30：美術（美術室）
〇15:50～17:00：陸上（屋上）
○15:50～17:30：野球（校庭）
○16:00～17:00：バレー（体育館）

学校公開 ９月１８日（金） ８：４０～１５：１０ １５：２０～１６：００ ○16:00～17:00：バスケ（体育館）
＜場所：４階図書室＞ ○15:50～17:30：卓球（多目的室）

〇16:00～17:00：吹奏楽
（第2音楽室、廊下）

○15:50～16:30：科学（第１理科室）

○13:00～15:00：野球（校庭）
土曜 〇15:00～17:00：テニス（校庭）

学校公開 ９月１９日（土） ８：４０～１１：３０ １１：４０～１２：２０ ○14:00～15:00：バレー（体育館）
（中学校を見に行 ＜場所：体育館＞ ○14:00～15:00：バスケ（体育館）

こう） ○13:00～14:00：囲碁 （家庭科室）

２．お願い
・正門（校庭に面した側）から生徒玄関にお入りください。
・生徒玄関受付にて、生徒名簿に○をつけてください。
・警備の都合上、お手数ですが、保護者の方は名札をご持参ください。
・当日は上履き、合わせて下履きを入れる袋をご持参ください。
・教室の扉は支障のない限り開けておきますので、ご自由に出入りしてください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、来校の際に生徒玄関受付にて検温
をさせていただきます。ご協力お願いします。

３．学校見学等について
・学校公開日以外でも、ご連絡をいただければ、授業や部活動等を参観することができます。

４．部活動見学について（小学生児童・保護者の方へ）
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、区内全中学校で部活動体験を実施しま
せん。見学は可能ですので、どうぞお越しください。なお、天候により中止の場合もご
ざいますので、あらかじめご了承ください。

（連絡先：３８２８－５４５８、副校長 二瓶まで）



令和２年度 上野中学校 学校公開期間中の時程表

【時程】 □１校時 ８：４０ ～ ９：３０ □２校時 ９：４０ ～ １０：３０
□３校時 １０：４０ ～ １１：３０ □４校時 １１：４０ ～ １２：３０
□給 食 １２：３０ ～ １３：００ □昼休み １３：００ ～ １３：１５
□５校時 １３：２０ ～ １４：１０ □６校時 １４：２０ ～ １５：１０

学校公開期間中の時間割

９／１７(木)
１－１ １－２ １－３ １－４ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ３－１ ３－２ ３－３

１ 英語 家庭 国語 国語 国語 社会 保体 保体 数学 美術 数学
２ 国語 英語 理科 音楽 保体 保体 理科 家庭 社会 英語 国語
３ 数学 数学 家庭 英語 音楽 理科 国語 社会 保体 保体 英語
４ 家庭 理科 英語 社会 理科 音楽 社会 国語 英語 数学 保体
５ 保体 保体 数学 数学 社会 国語 英語 理科 国語 社会 音楽
６ 理科 国語 保体 保体 家庭 数学 数学 英語 音楽 国語 社会

９／１８(金)
１－１ １－２ １－３ １－４ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ３－１ ３－２ ３－３

１ 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳
２ 美術 国語 音楽 家庭 保体 保体 英語 社会 理科 英語 社会
３ 社会 理科 国語 国語 英語 技術 保体 保体 数学 理科 数学
４ 英語 音楽 理科 国語 数学 英語 理科 数学 保体 保体 国語
５ 技術 社会 英語 美術 理科 社会 国語 英語 英語 数学 保体
６ 国語 英語 美術 技術 英語 理科 社会 国語 社会 国語 理科

９／１９(土)
１－１ １－２ １－３ １－４ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ３－１ ３－２ ３－３

１ 音楽 社会 英語 国語 理科 美術 保体 保体 数学 国語 数学
２ 保体 保体 数学 数学 音楽 英語 国語 家庭 美術 理科 社会
３ 国語 理科 社会 英語 国語 数学 数学 理科 国語 社会 英語

※ 急遽、時間割が変更になる場合があります。ご了承ください。
※ 授業の実施場所(教室)は、当日受付にて配布する校舎配置図をご参照ください。


