
日 曜日 行事等 1 2 3 4 5 6

25 木 出校日　夏の課題テスト１日目 学活 国語 数学

26 金 出校日　夏の課題テスト２日目 英語 社会 理科

27 土

28 日

29 月 ２学期始業式、身だしなみ点検 奉仕 儀式 儀式 学活

30 火 給食開始 月１ 月２ 月３ 月４ 総合 総合

31 水 代議専門委員会 水１ 水２ 水３ 水４ 水５

1 木 総合ウィーク１日目　※お弁当 木１ 木２ 学活 総合 総合 総合

2 金 総合ウィーク２日目　※お弁当 総合 総合 総合 総合 総合 総合

3 土

4 日

5 月 月１ 月２ 月３ 月４ 木５ 総合

6 火 火１ 火２ 火３ 道徳 火５ 火６

7 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５

8 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

9 金 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活

10 土

11 日

12 月 学習強化週間（9/12～9/16） 月１ 月２ 月３ 月４ 木３ 木４

13 火 質問教室 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 火６

14 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５

15 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

16 金 中間考査　※お弁当

17 土

18 日

19 月 敬老の日

20 火 火１ 火２ 火３ 道徳 火５ 火６

21 水 中体連糟屋区駅伝大会（陸上） 水１ 水２ 水３ 水４ 水５

22 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

23 金 秋分の日

24 土

25 日

26 月 月１ 月２ 月３ 月４ 総合 総合

27 火 特別時制 火１ 火２ 火３ 道徳 火５ 火６

28 水 水１ 水２ 水３ 水４ 水５

29 木 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６

30 金 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活

※９／１（木）、９／２（金）、９／１６（金）はお弁当持参です。給食はありません！

８月行事予定

９月行事予定

５教科（国、数、社、理、英）

部活動試験休み

ｓｓ 

新２年生のみなさん、進級おめでとうございます。１年生の時の学年 

 

 

 

 

 １学期を修業し、明日から約１カ月間の夏休みに入ります。新型コロ

ナウイルスの感染が急拡大しているところですが、感染対策を講じなが

ら充実した夏休みを過ごしてください。一番の願いは、 

です。夏休み期間中もみなさんは「新宮中学校の一員」です。 

きまりをしっかりと守りましょう。そして、多くの部活動では

新チームとなり、みなさんが部活動を引っ張っていく立場になります。

３年生から部活動のよい伝統を引き継ぎ、リーダーシップとフォロワー

シップを発揮し、よい雰囲気で活動しやすい部活動を目指しまし

ょう。最後に、やるべきこととやりたいことを両立させ、２学期

も良いスタートが切れるように過ごしていきましょう！  

 

 
  

       

 

 

 

 NO.４ 

 

新宮町立新宮中学校 

２学年通信 

文責 元田 亮 

R４．７．20 

目指したい学級のイメージを漢字一字に込めました。一人ひとりが漢字に込められた思

いを感じ取りながら学校生活を送ってほしいです。目指そう！いじめのない誰もが過ご

しやすい学級を！ 

 １組         ２組        ３組          ４組 

白    樹      翔    笑 
     ５組         ６組        ７組          ８組 

  星    虹      秘     築 



夏の生活 課題テスト（８／２５、２６実施） 

☆実施時間：国語、数学、社会、理科 各５０分 

       英語（リスニング実施） 各５５分 

 

教科 出題範囲 

国語 

●説明文章 

●文学的文章 

●古典 

※漢字・語句・文法を含みます。 

数学 
●１年内容総合 

●２年内容（式の計算、連立方程式） 

社会 

地理Ⅱ 

 身近な地域の調査（地域調査の手法） 

 日本の地域の特色①（自然環境） 

 日本の地域的特色②（人口～交通・通信） 

 九州地方 

理科 

化学版 

●１年内容総合 

●２年内容（化学変化と原子・分子の全範囲） 

英語 

ホライズン 

 Let’s  Talk②（３１ページまで） 

※リスニングテスト実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出校日（８／２５）に持ってくるもの 

※８時２０分までに登校し、静かにテスト勉強をしておこう。 

・筆記用具  ・通知表 ・水筒 ・タオル ・上靴 

・国語の宿題（人権作文） 

・美術の宿題（ポスター） 

・数学の宿題（ワーク） 

・理科の宿題（整理ノート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆保護者のみなさまへ☆ 

 日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をありがとうございます。 

先日の授業参観にご参観いただきありがとうございました。 

さて、約１か月間の夏休みに入ります。ダラダラと過ごす「時間」は

本当にあっという間に過ぎ去ってしまいます。１学期の疲れを癒す「時

間」であるだけでなく、２学期に向けて力を蓄える大切な「時間」とな

るよう、これからもサポートをよろしくお願いします。 

 

２学年 夏休みの課題一覧 

教科 内容 提出方法 

全教科 

夏の生活（社会は地理のみ提出） 

    （理科は化学分野のみ） 

（答え合わせ、やり直しをする） 

８月２６日（金） 

放課後に担任の先生に提出 

国語 
人権作文（原稿用紙５枚セット） 

※５枚書いてなくてもセットで提出 

８月２５日（木） 

教科係が回収→教科担当へ 

数学 
ワーク P～５５まで 

（答え合わせ・やり直しをする） 

８月２5日（木） 

教科係が回収→教科担当へ 

社会  夏の生活（歴史）は提出不要。 

理科 

・整理ノート１８㌻まで、ワーク３３㌻まで 

（答え合わせ・解き直しをする） 

・自由研究 

・整理ノート、ワーク 

８月２5日（木） 

教科係が回収→教科担当へ 

・自由研究 

 理科の最初の授業で回収 

英語 

・ワーク P41まで 

・語順トレーニング P１３まで 

・松竹梅ワークシート音読練習 

・松竹梅ワークシートの重要英文を覚え 

 て書けるようになる 

・教科書音読練習 

※詳細は授業中に説明します。 

ワーク、語順トレーニング、

重要英文を練習したノートを

2学期最初の授業で提出 

 

松竹梅ワークシートは 2学期

最初の授業で英文を書くテス

トをします。 

体育 体力向上プラン（体育委員会の取組） １学期の体育委員が始業式で回収 

美術 
「人権」または「飲酒運転撲滅」のポス

ター制作 

８月２5日（木） 

教科係が回収→教科担当へ 

その他 
・夏休みの目標と計画（夏の生活に同封） 

 

８月２6日（金） 

 

 


