
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

１年生学年だより 

令和４(202２)年 7月２０日 

第１４号 

吹田市立第二中学校第一学年 

日付 行事 持ち物や連絡 

8/２５

（木） 

始業式 

８：２５教室集合 

昼食なし 

（クラブによっては必要） 

持ち物  

上靴・体育館シューズ・筆記用具・ピンク封筒 

宿題・PC（コードも）・ぞう・健康観察カード 

※ 正装（カッターシャツならリボン・ネクタイ必要） 

8/２６

（金） 

実力テスト（５教科）＋総合 

午前 ３教科/午後 ２教科 
特別時程・特別時間割 

8/２９

（月） 
通常授業 ほてん火６ 

8/３０

（火） 
通常授業 B 時程・６時間目カット 

教科 内容 勉強法 

国語 

・「実力の夏」の文章・漢字の問題を５０％前後出題

します。 

・文法は 1 学期の内容（文法ワーク P１３まで）か

ら２５％前後出題します。 

・実力問題（教科書・ワーク以外の文章）も２５％

前後出題します。 

「実力の夏」を丁寧にやる。漢字も繰

り返し勉強しておこう。 

文法は 1 学期の内容を復習してお

く。 

数学 

・1 学期に習った範囲すべて。 

 教科書 ～P112 まで 

 OKRA ～P79 まで 

 授業プリント「方程式」No.３まで 

四則の計算や文字式の計算、方程式

の求め方など基本的な計算は夏休み

中にしっかりできるように繰り返し

勉強しておきましょう。 

英語 

・1 学期に習った範囲すべて。 

・長文は教科書からではなく、初見の文章になりま

す。 

1 学期の復習をしっかりしておくこ

と。単語も丁寧に覚えること。 

理科 

・１年教科書 P２～P５９、P２０６～P2２７ 

・学習整理Ｐ２～Ｐ１９ Ｐ８０～Ｐ９１  

・活用ブック P９～P16 

※今回は整理ノートの提出はありません。 

一学期に学習した生物と光について

自分なりの復習をしましょう。問題

集の答え合わせで×のついたところ

は〇になるまでくりかえし、やりま

しょう。 

社会 

・教科書 P.２～81 

・社会の自主学習（地理 1） P.2～49 

・冊子「地理の達人」からも出題の可能性あり 

※ 詳細は、授業中に配布した「地理マスターへ

の道」というプリントをみること。 

毎日の積み重ねを大切に。 

1 学期の内容は、夏休みの間に徹底

的に復習しよう。 

 充実した夏休みを！ 

入学してから早くも３か月がたちました。授業やテスト、部活など、中学校での生活にもなじ

み、自分のペースができてきた人も多いでしょう。夏休み明けにそのペースがくずれてしまわな

いよう気をつけて１か月間のお休みを過ごしてくださいね。 

まずは、勉強。この学年だよりを見てくれればわかりますが、各教科からいろいろな宿題が出

ていますね。これは中学 1 年生として必要な勉強です。計画的にしっかりと終わらせましょう。 

部活動や、自分の習い事などで努力する場面がある人もいると思います。休みをダラダラと過

ごすのではなく、充実したものにしていってください。 

夏休みの間は自分の健康にも気を配りましょう。手洗いや消毒などを丁寧に行って、しっかり

と感染症予防をするとともに、長時間屋外に出るときは熱中症にも気をつけてください。 

８月２５日の始業式に、元気な姿が見られることを楽しみにしています。 

★実力テストの連絡

らく 

 

保護者のみなさまへ 
 

  この１学期間、校の教育活動にご理解、ご協力をいただき、本当にありがとうございました。 

2 学期も学年教師で力を合わせて生徒を見守って参りますので、よろしくお願いいたします。 

  



 

 

 

 

 

 

教科 内容 提出日や方法 

英

語 

① 単語練習（配ったプリントをとじたもの） 

→夏休み明けに配ったプリントの範囲からテストをします。 

② 実テの過去問 

③ Unit３のノート作り 

→夏休み明けに単元末テストを行います。その際にいつも

通り、ノートを提出してもらうので準備しておいてくだ

さい。 

なし 

数

学 

①  サマースクール 

夏休み明けの始業式に答えを配布するので、丸付け・間

違い直しまでして提出。※進度調整の別紙も忘れずに！ 

② OKRA ～P79 まで 

夏休み明けに提出はしませんが、実力テストの範囲です。 

方程式の求め方をしっかり復習しておきましょう。 

①→８月２９日 17：00 まで 

授業があるクラスは授業で回

収します。授業がないクラス

は係が 

終礼で集めて職員室へ。 

国

語 

① 「実力の夏」冊子 1 冊 

問題を解き、丸付け・間違い直しをして提出。 

② 「みんなの知らない〇〇の秘密」ワークシート・スピ

ーチ下書き 

PC などで調べたことをシートにまとめて提出。 

① ８月 2６日 17：００まで 

係が集めて準備室へ。 

② ９月２日（金） 

係が集めて職員室へ。 

理

科 

①生物プリント裏表１枚、光の性質プリント裏表１枚→２

枚とも名前を書いて提出。 

②問題集や教科書、ノートを使って自分なりに一学期の復

習をしてください。 

８月２５日（始業式） 

係が集めて職員室へ。 

社

会 

① 地理新聞：担当する国について調べ、新聞形式にまとめる。 

② 冊子「地理の達人」：1 学期に習った内容を復習する。 

※ どちらも詳細は授業中に配ったプリントを参照すること。 

※ ②の模範解答は、8/19 以降に Teams に UP。 

始業式の日に紙でも配布。 

①→８月最初の社会の授業 

授業中に回収。 

②→8 月 31 日 17:00 まで 

係が集めて職員室へ。 

美

術 

〇塗り絵５枚 丁寧に‼ 

 ファイルに表紙を一番上にして入れて提出すること 

 ※ファイル入れてないと受け取りません。 

８月２５日（始業式） 

係が出席番号順に集めて職員

室へ 

教科 内容 提出日や方法 

保体 

夏休み明けの授業で体調を崩さないように、暑さに慣れておきまし

ょう。エアコンを使用するときは、設定温度などに気を付けて、体

の冷え過ぎや、室温と外気温の差で体調を崩さないようにしましょ

う。 

なし 

技家 
①タイピング練習の練習をしておきましょう。 

２学期の授業でタイピングの技能テストを行います。 

なし 

音楽 

①『エーデルワイス』のプリント１枚。 

楽譜を写して階名を書き込むプリントです。 

（階名はドレミで書いていきます。） 

８月２５日（始業式） 

係が集めて職員室へ。 

道徳 

① 平和学習レポート 

戦争や平和に関するテレビ番組や報道（ニュース）、新聞、書

籍などを見て、調べた内容や感じたことをまとめる。（詳細は

別紙） 

② 人権ポスター（画用紙１枚） 

  １学期に学習した内容、人権ポスターの授業をふまえて、あら

ゆる人権問題についてのポスターをつくる。 

８月２５日（始業式） 

学年 

① 体育祭応援旗デザイン  

② 「忘れないぞう」P４０～４６夏休みの記録 

③ 健康観察カード記入 

８月２５日（始業式） 

教科 チェック 提出日 教科 チェック 提出日 

理科 宿題プリント 

裏表２枚 

  

 

 

 

８月２５日

（木） 

国語 実力の夏  8 月 2６日（金） 

   17：00 

音楽 エーデルワイス

プリント 

 数学 「サマースクール」  8 月２９日（月） 

17:00 

美術 ぬり絵 5 枚 

ファイルに入れる 

 社会 「地理の達人」  8 月 31 日（水） 

17:00 

学年 体育祭応援旗 

デザイン 

 社会 地理新聞  8 月最初の授業 

道徳  

平和学習レポート 

 国語 

スピーチワークシート 

 9 月 2 日（金） 

道徳 人権ポスター  健康観察カードと「ぞう」は毎日書こう。 

 

宿題チェック表（できたらチェック） 



 


