第２学年 学年通信
倉 敷 市 立 東 中 学 校

第 2 学年

第２学年夏休み前号
令 和 ４ 年 ７ 月 １ ９ 日 (火 )

教科

課題

国語

①サマーアプローチ国語２
②読書感想文(全員)
③人権標語(全員)
④課題作文（希望者のみ）
⑤習字(希望者のみ)

①②③④
8/25(木)
課題テストの日
⑤別紙

社会

キホンの夏

数学

キホンの夏/実力の夏

理科

①サマースクール理科２
②選択課題
(希望者のみ・教科担当に申し出ること)
【「自由研究」・「発明工夫・理科工作」・
「標本」のみ】
①サマースクール英語２
②語順トレーニング P2～12

8/25(木)
課題テストの日
8/25(木)
課題テストの日
①②とも
8/25(木)
課題テストの日

充実した夏休みに「仕事」をプラスしよう！
中学校２回目の夏休み、課題の多さにも慣れ、部活動と勉強のバランスのとり方もわかってきたので
はないでしょうか。
１年生の時は「長い夏休みだからこそできることに挑戦しよう」と学年通信に書きました。今年は、

課題一覧

「家の仕事」に挑戦してもらいたいと考えています。もちろん、日頃から家のお手伝いをしている人も
いるでしょう。今年は、
「継続してできるお手伝い」を１つプラスしてみましょう。「家のトイレ掃除や
お風呂掃除をする」
、
「家族のご飯を作る」
、
「ごみを分別して捨てる」など『大人がしている仕事』を夏
休みの間だけでも、続けてほしいと思います。
一から教えないといけないこともあると思いますが、余裕のある時に家族と一緒に「仕事」が経験で
きたらいいなと思います。

英語

夏休みの予定
図書館開館日

7／21(木)、２７(水)、8／３(水)、18(木)(いずれも 10：00～12：00)

学校閉庁日

8／10(水)～16(火)

８・９月の予定
８月２５日(木)始業式・課題テスト
８月３１日(水)生徒会の日
９月 ９日(金)参観日
９月１８日(日)音楽部サマーコンサート

９月２４日(土)～備南東地区新人戦
９月２６日(月)お弁当
９月２８日(水)生徒会の日

①②とも
8/25(木)
課題テストの日
8/25(木)

音楽

「作曲家新聞」プリント参照

美術

作品１枚
(「夏休みの課題について」プリント参照)

8/25(木)

技術

『広げよう情報モラル・セキュリティコンクー
ル』
標語・ポスター（片方のみでよい、両方でも可）

２学期の
最初の授業

家庭

プリント２枚「作ってみよう！お弁当」

8/25(木)

総合

「暑中見舞いコンクール」(別紙参照)

8/６(土)までに
投函しよう

２学期始業式・課題テスト（８月２５日(木)）
＜持ってくるもの＞
上履き、体育館シューズ、通知表、夏休みの生活、筆記用具、
雑巾(２枚)、課題
＜時間割＞２校時から６校時は課題テストです。
1 校時 始業式 2 校時 英語
3 校時 社会
4 校時 理科
5 校時 国語
6 校時 数学

提出日

保健体育

８月２５日（木）に、夏休み課題テストが行われます。（５教科）
課題テストは、ワークの中の問題からたくさん出題されます。
課題はやりっ放しにせずに、間違えたところを覚え直すなどして、
テスト対策も万全にしておきましょう。

24

７月 全校あいさつチャレンジ
１位
４位
７位

＜それぞれの部門でクラスの友達から推薦された人です＞

＜挨拶部門＞

＜清掃部門＞

＜係・当番部門＞

・自分から挨拶する

・時間いっぱい掃除する

・確実に、忘れず、手際よく

・礼儀正しく、敬語が使え

・黙々と、隅々まで掃除

・友達と協力してできる

る

する

１組 小西 劉之輔さん

１組 鳥越 俊宏さん

１組 前地 愛香さん

２組 岡本 一将さん

２組 友中 あいさん

２組 淺野 海翔さん

３組 澤 莞爾さん

３組 橋本 悠奈さん

３組 井下 果歩さん

４組 宮本 琥太朗さん

４組 杉本 玲子さん

４組 川上 拓斗さん

５組 今吉 祥蔵さん

５組 三谷 和輝さん

５組 金光 咲良さん

６組 新 優一さん

６組 関口 凛さん

６組 谷口 綾菜さん

＜授業・学習部門＞

＜笑顔部門＞

＜ありがとう部門＞

・よく発表する

・いつも笑顔で優しい

・ｸﾗｽや人のために働く

・友達に教えてくれる

・人を笑顔にしてくれる

・感謝の気持ちを伝えら
れる

１組、４組 （平均５点）
２組、３組 （平均４．９６点）
５組、６組 （平均４．９４点）

マナー講座での学習を受け、
「全員が声を出すこと」
「声や礼をそろえること」
「礼を終えて
からすぐ動かないこと」に気を付けて挨拶をしました。背筋を伸ばして気持ちの良いあいさ
つができるようになりました。
６クラスとも、８位入賞できたのはすばらしいことです。意識して行動することの大切さ
を実感できた取り組みでした。
これからも、気持ちの良いあいさつが継続できるように、意識していきましょう。

HW(ホームワーク)チャレンジ
１位 １組、４組
３位 ３組

達成率１００％
達成率９３.５％

テスト前の１週間１日２時間(日曜日は調整日)を目標にがんばりました。今回２年
生の９０％以上の人が１週間１２時間を達成できていました。
「宿題をする」「明日の用意をする」「習ったところのワークや復習をする」「覚え
きれていない単語や漢字、重要語句を覚える」「プリントをまとめる」などの家庭学
習の時間を作りましょう。
２学期は平日に HW チャレンジを行う予定です。日頃から家庭学習の習慣をつけて
おきましょう

１組 藤井 和也さん

１組 吉井 蒼さん

１組 野間 千咲稀さん

２組 森 優斗さん

２組 丹地 華子さん

２組 保坂 優季さん

３組 渡辺 蒼涼さん

３組 宮森 咲和さん

３組 三並 咲さん

４組 吉本 千花さん

４組 中島 悠さん

４組 鈴木 悠生さん

５組 國代 春菜さん

５組 妹山 斗星さん

５組 廣瀬 莉子さん

生徒たちのズボンやスカートが小さく感じたり短く感じたりします。
「一年生の

６組 中川 知優さん

６組 内海 彩月さん

６組 中山 開理さん

時のスカートがこんなに短くなった」と教えてくれる生徒もいます。一年生の

保護者の方へ
２年生になって、生徒たちは、行動も落ち着て大人に近づいてきている
と感じています。背も高くなり気が付くと追い抜かれていることもあります。そのせいか、

時に大きく感じた制服も、合わなくなってきているようです。まだまだ身長が

受賞されたみなさん

おめでとうございます

伸びる可能性もありますが、来年も見越して、制服を買い替えることも考えて
みてください。
チャレンジワーク、修学旅行、受験等で不安なく過ごせるように、ご家庭でも
検討をお願いします。

