
 

 

充実した夏休みを 
 

4 月からの長期休校、6月からの分散登校、6 月 15日の入学式、そしてやっと訪れた通常登校。 

新型コロナウイルスの影響で前代未聞の形のなった 1 学期が今日で終わりを迎えます。 

 授業やテスト、部活など、中学校での生活にもなじんできたことだと思います。例年よりは短い

ですが、明日からの夏休みも中学生らしくしっかりと過ごしていってくださいね。 

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てね。 

そして、部活動。たくさんのクラブで、練習の予定があると思います。3年生の先輩と過ごせる時

間もあと少し、というクラブも多いでしょう。先輩の背中を見てしっかりと努力をしてね。 

それ以外にも、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。 

ただし、何より大切なことはみんなの健康です。7 月になり、新型コロナウイルス感染症の感染者

が全国的に一気に増えていることを知っていると思います。この吹田市の中でも感染が広がっていま

す。手洗いや消毒などを丁寧に行って、しっかりと予防するとともに、毎日の検温を続けて自分の健

康状態に気を配ってくださいね。元気な姿で夏休み明け、8/18 に会えるのを楽しみにしています。 

 

夏休みの宿題について 

 

教科 内容 提出日や方法 

英語 

①ノートづくり Lesson1 P.21、23、25、27  

⇒ノートに書こう。 

②音読 ⇒音読カードに記入しよう。 

③プリント 4 枚（夏休み明けに、曜日と教科の小テストを行います。） 

④エイゴラボ P.2～25 

①②③→８月１８日（始業式） 

係が集めて職員室へ。授業がある

クラスは、授業中に提出する。 

④→８月 28 日（実力テスト後） 

係が集めて職員室へ 

数学 

①プリント p.1～14  

※解答は後日配ります。表紙の注意事項を読んでしっかりやりま

しょう。 

2 学期数学 2 回目の授業 

国語 

①「実力の夏」冊子 1 冊 

問題を解き、一つ一つの問題に丸付け・間違い直し・空欄記入を

して提出。 

８月 28 日（実力テスト後） 

係が集めて職員室へ。 

 

理科 
①サマーワーク（Ｐ７まで） 

②夏休みの宿題の冊子 

８月１８日（始業式） 

係が集めて職員室へ。 

社会 

①「ふりかえりプリント」冊子１冊 

→すべての問題に取り組み、丸付け・間違い直しをして提出 

※授業では、確認テストも配布していますが、提出は冊子のみに

してください。 

８月１８日（始業式） 

係が集めて職員室へ。 

 

 

保体 

①教科書 P.５６～８１まで必ず目を通しておくこと。 

特に交通事故の防止、犯罪被害の防止、熱中症になった場合や

けがをした時の対応を中心に見ておくこと。 

P.76 の海や川などでおぼれている人を助ける時の対応は絶対

に確認しておこう！ 

なし 

美術 

①絵文字のアイディアスケッチプリント 

 ⇒背景も着彩、デザインすること。（基本白背景は×） 

②３分スケッチ×１０枚 

⇒美術ノートに JKA みたいに描く。(スケッチ３分+コメント２分)

描いた日、何回目か、わかるように書いておくこと。 

例：①８/１（土）） 

2 学期初回美術の授業開始時 

に提出 

技家 
①キャビネット図の練習 

技術教科書 p.45「やってみよう」の①と②を方眼用紙にかく。 

2 学期最初の授業で方眼用紙を

提出 

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１８日（始業式） 

係が集めて職員室へ。 

学年 ①体育祭応援旗デザイン ８月１８日（始業式） 

１年生学年だより 

令和２(2020)年 7 月 31 日 

第 31 号 

吹田市立第二中学校第一学年 

日付 行事 持ち物や連絡 

8/18（火） 

始業式 

８：２５教室集合 

50 分×4 時間授業 

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・セルフノート・授業の用意 

 

1 組 1、特活 ２、数学 ３、社会 ４、国 B 

2 組 1、特活 ２、国 A ３、数学 ４、英語 

3 組 1、特活 ２、英語 ３、国 B ４、社会 

4 組 1、特活 ２、数学 ３、英語 ４、国 A 

8/19（水） 通常授業（45 分×6） 3 年生 7 限授業のため 45 分授業 

8/20（木） 通常授業（45 分×6） 3 年生 7 限授業のため 45 分授業 

8/21（金） 通常授業（50 分×6）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

宿題チェック表（終わったらチェック） 

教科 チェック 提出日 

英語 ノート  

8 月１８日（火） 

始業式 

 音読カード  

プリント４枚  

理科 サマーワーク  

 夏休みの宿題冊子  

社会 ふりかえりプリント冊子  

音楽 エーデルワイスプリント  

学年 体育祭応援旗デザイン  

英語 エイゴラボ  8 月 28 日（金） 

実力テスト後 国語 実力の夏  

美術 絵文字プリント  

最初の授業 
3 分スケッチ 10枚  

技家 キャビネット図  最初の授業 

数学 プリント  2 回目の授業 

 

★コツコツと計画的に学習をすすめよう。 

★自分に必要な学びを深めるためにフローノートも活用してね。 

 

 

 

教科 内容 勉強法 

国語 

・「実力の夏」の内容と同じ文章から 50％程度出

題します。 

・残りの 50％は実力問題（初めて扱う文章の問

題）を出題します。 

・文法は 1 学期の内容すべて、漢字は小学校で学

んだものから1学期で学んだものまですべてが

範囲です。 

・今回はリスニングは出題しません。 

「実力の夏」を丁寧にやる。 

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。 

→1 章「正の数と負の数」 

※補助教材の「素因数分解」は実力テストの範囲

からは除きます。 

四則の計算など、間違いやすい計算

については夏休み中にしっかり理

解を深めてください 

英語 

・教科書 Lesson1 と Lesson2 P8～35 

・授業で配ったプリント 

・エイゴラボ P.2～25  

（８/２８テスト後に英語係が集めて職員室へ提

出） 

分からないところを放っておかず

に必ず確認しよう！ 

書く練習も読む練習も大切です。夏

休みの期間に今までの復習をしっ

かりしておこう。 

理科 

・１年教科書 P６～P２８  P２０６～P217 

・学習整理Ｐ２～Ｐ７ Ｐ９５～Ｐ１０３  

P１０５の⑩～⑬ P１０７の4 ⃣ 

※今回はワークの提出はありません。 

顕微鏡・双眼実体もしっかり勉強し

ておきましょう。 

何度も繰り返し練習をしておきま

しょう。 

社会 

・教科書 P1～29 

・授業プリント No1～No8 

・自主学習（ワーク）P2～19 

※今回はワークの提出はありません。 

「ふりかえりプリント」冊子からも出題します。

しっかり学習しよう。 

どの教科にも言えることですが、毎

日の積み重ねを大切に。 

とりあえず、夏休みの間に忘れてい

るところは徹底的に復習しよう！ 

 

保護者のみなさまへ 
 

 新型コロナウイルスが猛威を振るう中、この１学期間、保護者の皆さまには様々な面で大変ご

心配をおかけしたことと思います。休校、分散登校中の対応をはじめ、学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。 

全国的に感染が再び拡大し、予断を許さない状態は続いていきますが、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。 

  


