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『～チーム はつとん～』 

期末考査 お疲れ様でした！！ 
 

期末考査お疲れさまでした。本日、テスト返却日で答案が一斉に返却されましたが、結果は

いかがでしたか？２週間前に計画を立て、１週間前に学年通信にて正式な範囲と課題が知らさ

れて、あっという間にテスト本番を迎え、そして今日です。終わってみれば、非常に過ぎるの

が早い時間だったのではないでしょうか？しか～し、ここで安心されては困ります。いつも言

いますが、テストは終わってからが大切です。間違ったところを、なぜ間違ったのかを確認し

て、できなかったところを、できるようにするにはどうしたらいいかを考えましょう。 

では、今回の結果を目の当たりにした感想は？『今回も一生懸命頑張ることができた』『ベス

トを尽くし、良い結果が出た』、はたまた『今回も計画はしっかり立ててが、結局実行できなか

った』『やろうとおもっていたけど・・・』『なかなか思うようにいかない』 

自分が前者のように、しっかり取り組むことができ、１点でも前回の自分よりも良い結果を

出せたのなら OK！自信をもってこれからも頑張てってください。もし自分が後者に該当し、

なおかつこのような状態が続いているなら、本気で考えなければなりませんね。 

では、何から始めればいいのでしょうか⁉それは難しく考えず、基本的なことから始めよう。 

① 基本的な生活習慣や学校生活は、落ち着いて送れていますか？ 

② 授業は集中して取り組めていますか？ノートはきちんと書いていますか？ 

③ 宿題は期限を守って提出し、復習はきちんと取り組んでいますか？ 

「こんな当たり前の事」と思うかもしれませんが、意外とおろそかになっている生徒がいる

のではないでしょうか。実はこの内容、中学１年の１０月にも書いた内容です。中２になった

からもっと別の方法、なんてことはありません。上記の３つの事ができていない状態で、他に

何をやってもうまくいきません。また、成績を上げようとテスト前だけ頑張って、ある程度の

点数をとっても意味がありません。本当の実力を身に着けようとするなら、当たり前のことを

しっかりすることです。校長先生がよくおっしゃる「凡事徹底」。まさにその通りです。 

２０１９年も残すところ数日となりました。今年の間に改善できるところはしましょう。 

 

 

 

 

冬の成績懇談 
期末考査終了後は希望に応じて懇談を実施します。「成績が思うように上がらない」「冬の

勉強法について相談したい」「先生に悩みを聞いてほしい」など内容はどんなものでも構いま

せんので、希望があれば担任の先生に申し出てください。また、こちらから声をかけて懇談

を実施する場合もありますので、その際は予定を空けるようにしてください。 

保護者の方におかれましても、三者懇談や担任と保護者の二者懇談も可能ですので、ご要

望がございましたら、遠慮なく担任に申し込んでください。 

 

【今年を振り返ろう】 

2019年も残りあとわずかとなりました。今年１年は、皆さんにとってどんな年でしたか？ 

中学２年生という多感で難しい時期を、日々大切に過ごすことができましか？午前中授業にな

り、ゆっくり自分と向き合う時間があると思いますので、しっかり振り返ってみましょう。 

 その際、校長先生から与えられた学年目標や先生方からもらったアドバイスなども思い返し

ながら振り返り、来年も良き１年になるようにしていきましょう。 

【１学期】 

① 中だるみに注意し，あじみそを徹底，共に成長していける友達を増やす。 

② １学期の積み残し課題を完全に克服する。 

【２学期】 

① 中だるみに注意し，あじみそを徹底し，一緒に学び合える友達を増やす。 

② 得意教科を最大限に伸ばし，苦手科目の積み残しを解消する。 

 

４月に学年から３つの事を心がけるよう伝えました。覚えているかな！？ 

１． 手帳を大切に使ってください。 

２． 基本的な学習態度を崩さないようにしてください。 

３． 後輩たちに良いことをたくさん教えてあげてください。 

 

振り返るとなると、どうしても反省点ばかりに目が行きがちですが、自分を褒めてあげるこ

とも忘れないでくださいね！皆さん自身が、頑張ったこともたくさんあるはずです。来年はい

よいよ中学最高学年になります。中学生活の集大成となる１年ですので、しっかり準備をして、

大きく飛躍する１年にしましょう。君たちなら、必ずできる！！ 

 

 

 

 



【今後の予定】 

 

 

 

 

 

34 期生 中 2-1 冬期課題一覧 

 
教科 内容 取り組み方 提出日 

国語 

①かるた名人 pp.33-37 

「60大江山-26小倉山」を覚える 

②学力推移調査の過去問題 

③α スタンダード pp.62-65, 

76-79,124-126（計 6題） 

①特に指定はありません。 

②赤ペンで答え合わせをして、どこが分かれば

解けたか書き込む。 

③文章を白のままにしない。記述は短くても

何か書く。 

①提出不要 

②③課題実力テ

スト当日 

全て考査範囲 

社１ 

『Key ワーク 地理Ⅰ』 p.32~p.57 

※「確認問題」と「ここで差がつく」はしなくて

もよい。 

Key ワークに直接書き込むか，Key ワークノ

ートに解答する。 

課題実力テスト 

当日 

社２ 『Key ワーク歴史Ⅱ』p.36~p.59 
まとめのページをのぞき，全てのページの問題

を『Key ワークⅡ』に直接解答する 

課題実力テスト 

当日 

数学 
スタディサプリ確認テスト 22講 

(B4両面 3枚程度) 

・スタディサプリの確認テストに取り組んで下さ

い。 

・間違えた問題はもう一度取り組み、正答率

100%になるまで取り組くんで下さい。 

・苦手な単元は動画見て復習してください。 

始業式まで 

理１ 

プリント４枚（Ｂ４） 

スタディサプリ【物理】 

第 3講 回路とオームの法則・合成抵抗 

プリントに直接、解答して下さい。間違ったとこ

ろは訂正し、１つ１つ丸を付ける。ホッチキス

でプリント右上を留めて、提出すること。 

スタディサプリの宿題は第 3 講のみですが、復

習が必要だと感じたら第2講～第4講を見て

おいて下さい。 

課題実力テスト 

当日 

理２ 

問題集の復習プリントの小冊子 

（B4両面 4枚程度） 

2 学期の授業内容の問題 

間違ったところは訂正し、１つ１つ丸を付けて

提出すること。 

苦手な分野は問題集のまとめやスタディサプリ

を見ましょう。 

課題実力テスト 

当日 

英語 

①5-STAGE  Unit13,21-23 

※ただし、Unit13,21,22 は 

FIRST STAGE,SECOND STAGE の 

全ての問題、Unit23 は FIRST 

STAGE１と SECOND STAGE１のみ 

②GTEC スキル up ワーク 

①期末考査の復習がメインです。期末考査

の多く間違えたところに焦点を絞って、積み

残しを解消しましょう。 

②GTEC で必要な４技能のどれもまんべんな

くできるようにしましょう。 

課題実力テスト 

当日 

総合 
未来の仕事を考える 

(取り組み方は昨年と同様) 

昨年と同様です。ENAGEED で得た考え方

を応用して、 

昨年よりも良いアイデアを創出しましょう！ 

始業式の 

終礼 

 

 

 

 

１２/１４ 土 先輩の話を聞く会 

１２/１６～ 月～ 午前中授業 

１２/１８ 水 ＧＴＥＣ（３・４限） 

１２/２０ 金 百人一首大会 

１２/２１ 土 百人一首大会 決勝 

１２/２３ 月 終業式 

１/８ 水 始業式  課題実力テスト 

１/１５ 水 個人写真撮影（５・６限） 

１/１６ 木 耐寒訓練 

１/１７ 金 中学入試のため５限・４０分授業 ※14時 30下校 

１/１８ 

 ～１/２０ 
土～月 中学入試（自宅学習日） 

１/２５ 土 英検 

１/２６ 

 ～１/２９ 
日～水 スキー実習 （※１/３０・３１は振替休日） 

２/１・３ 土・月 Ｚ会アドバンスト模試 

２/６ 木 実力テスト（ベネッセ） 

２/８ 土 高校入試準備のため４０分授業 

２/１０ 月 高校入試（自宅学習日） 

２/１８ 火 卒業式準備のため４限まで 

２/１９ 水 高校卒業式 

２/２５ 火 期末考査１週間前 

３/２ 月 考査前日につき午前中授業 

３/３ 

 ～３/７ 
火～土 期末考査 



34 期生 2-2 冬期課題一覧 

 
教科 内容 取り組み方 提出日 

国語 

①かるた名人 pp.33-37 

「60大江山-26小倉山」を覚える 

②学力推移調査の過去問題 

③α スタンダード pp.62-65, 

76-79,126-127（計 6題） 

①特に指定はありません。 

②赤ペンで答え合わせをして、どこが分かれば

解けたか書き込む。 

③文章を白のままにしない。記述は短くても

何か書く。 

①提出不要 

②③課題実力テ

スト当日 

全て考査範囲 

社１ 

『Key ワーク 地理Ⅰ』 p.32~p.57 

※「確認問題」と「ここで差がつく」はしなくて

もよい。 

Key ワークに直接書き込むか，Key ワークノ

ートに解答する。 

課題実力テスト 

当日 

社２ 『Key ワーク歴史Ⅱ』p.36~p.59 
まとめのページをのぞき，全てのページの問題

を『Key ワークⅡ』に直接解答する 

課題実力テスト 

当日 

数学 スタディサプリ確認テスト 30講 

・スタディサプリの確認テストに取り組んで下さ

い。 

・間違えた問題はもう一度取り組み、正答率

100%になるまで取り組くんで下さい。 

・苦手な単元は動画見て復習してください。 

始業式まで 

理１ 

①プリント４枚 

②スタディサプリ【物理】 

第 3講 回路とオームの法則・合成抵抗 

プリントに直接、解答して下さい。間違ったとこ

ろは訂正し、１つ１つ丸を付ける。ホッチキス

でプリント右上を留めて、提出すること。 

スタディサプリの宿題は第 3 講のみですが、復

習が必要だと感じたら第2講～第4講を見て

おいて下さい。 

課題実力テスト 

当日 

理２ 
①問題集の復習プリントの小冊子 

②2学期の授業内容の問題 

間違ったところは訂正し、１つ１つ丸を付けて

提出すること。 

苦手な分野は問題集のまとめやスタディサプリ

を見ましょう。 

課題実力テスト 

当日 

英語 

①5-STAGE  Unit13,14,15,21-23 

FIRST STAGE～WORD CHECK まで全

ての問題 

②GTEC スキル up ワーク 

①期末考査で間違えたところはしっかり復習

し、積み残しを解消しましょう。また、発展

問題にチャレンジしてさらに理解を深めまし

ょう。 

②自分の目標を設定し、GTEC で必要な４

技能に幅広く取り組みましょう。 

課題実力テスト 

当日 

総合 
未来の仕事を考える 

(取り組み方は昨年と同様) 

昨年と同様です。ENAGEED で得た考え方

を応用して、昨年よりも良いアイデアを創出し

ましょう！ 

始業式の 

終礼 

 

 

34 期生 中 2-3 冬期課題一覧 

 
教科 内容 取り組み方 提出日 

国語 

①かるた名人 pp.33-37 

「60大江山-26小倉山」を覚える 

②学力推移調査の過去問題 

③α スタンダード pp.62-65, 

76-79,126-127（計 6題） 

①特に指定はありません。 

②赤ペンで答え合わせをして、どこが分かれば

解けたか書き込む。 

③文章を白のままにしない。記述は短くても

何か書く。 

①提出不要 

②③課題実力テ

スト当日 

全て考査範囲 

社１ 

『Key ワーク 地理Ⅰ』 p.32~p.57 

※「確認問題」と「ここで差がつく」はしなくて

もよい。 

Key ワークに直接書き込むか，Key ワークノ

ートに解答する。 

課題実力テスト 

当日 

社２ 『Key ワーク歴史Ⅱ』p.36~p.59 
まとめのページをのぞき，全てのページの問題

を『Key ワークⅡ』に直接解答する 

課題実力テスト 

当日 

数学 スタディサプリ確認テスト 30講 

・スタディサプリの確認テストに取り組んで下さ

い。 

・間違えた問題はもう一度取り組み、正答率

100%になるまで取り組くんで下さい。 

・苦手な単元は動画見て復習してください。 

始業式まで 

理１ 

①プリント５枚 

②スタディサプリ【物理】 

第 3講 回路とオームの法則・合成抵抗 

プリントに直接、解答して下さい。間違ったとこ

ろは訂正し、１つ１つ丸を付ける。ホッチキス

でプリント右上を留めて、提出すること。 

スタディサプリの宿題は第 3 講のみですが、復

習が必要だと感じたら第2講～第4講を見て

おいて下さい。 

課題実力テスト 

当日 

理２ 
①問題集の復習プリントの小冊子 

②2学期の授業内容の問題 

間違ったところは訂正し、１つ１つ丸を付けて

提出すること。 

苦手な分野は問題集のまとめやスタディサプリ

を見ましょう。 

課題実力テスト 

当日 

英語 

①5-STAGE  Unit13,14,15,21-23 

FIRST STAGE～WORD CHECK まで全

ての問題 

②GTEC スキル up ワーク 

①期末考査で間違えたところはしっかり復習

し、積み残しを解消しましょう。また、発展

問題にチャレンジして、さらに理解を深めま

しょう。 

②自分の目標を設定し、GTEC で必要な４

技能に幅広く取り組みましょう。 

課題実力テスト 

当日 

総合 
未来の仕事を考える 

(取り組み方は昨年と同様) 

昨年と同様です。ENAGEED で得た考え方

を応用して、昨年よりも良いアイデアを創出し

ましょう！ 

始業式の 

終礼 
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