
赤磐市立高陽中学校 

第２学年 学年通信 

第１９号 ２０２１年１０月２８日 

 

 

 

 

  

 明日は、合唱祭です。この日までに、各クラス、様々なドラマがあったと思いますが、本番は、

今のメンバーで合唱ができる最後の日です。どのクラスも気持ちを合わせて、今までの練習の成果

を発揮してください。どんな合唱が聴けるのか楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科 内容 学習のポイント

国語

〇「言葉の力」

〇 敬語

〇「平家物語」冒頭

〇 キーワードを探し、文章を要約する。

〇 尊敬語・謙譲語・丁寧語の区別がつく。

〇 古文の基本的な約束を思い出そう！

数学

○　三角形の性質を見つけて証明しよう

　　（証明のすすめ方）

○　三角形の合同条件は、必ず覚える。

○　図形の性質や重要な語句、定理などを繰

　り返し図を書いて覚える。

☆　１つ１つは単純で分かりやすい。

社会

○【地理】日本の諸地域

　　「中部地方」

○【歴史】

　　「明治維新」

○【自主学習】授業内容定着のために、小テ

　スト対策勉強に取り組もう。

○【中部地方】問い「産業との関連は？」

○【明治維新】問い「江戸時代との違いは？共通

　点は？　現代との違いは？共通点は？」

英語

いろいろな比較の表現

アンケート結果をもとにレポートを書こう

◯比較の表現をしっかりと定着させるため

　に、ワークやプリントを何度も丁寧にしよ

　う。

理科

刺激と反応

静電気と電流

・感覚器官や神経、筋肉のつくりやはたらきにつ

　いて調べ学習などを通して、学習する。

・静電気や電流の特徴について、実験を通して、

　考え、まとめることができる。

保健体育

【保健分野】

　自然災害による危険～けがの応急手当

【体育分野】

　男子：ソフトテニス

　女子：ダンス

【保健分野】

　自然災害時の身の守り方や備えの仕方を考

えよう。応急処置について覚えよう。

【体育分野】

　男子：ラケットの持ち方や打ち方を覚えて

ラリーを楽しもう。

　女子：自分たちで創作をしたダンスを表現

豊かに踊ろう。

音楽

○合唱祭の曲・歌唱のまとめと評価

○歌舞伎「勧進帳」（アウトラインと前半）

○学習した表現方法を生かしながら、ふさわ

　しい声で正確に歌う。

○物語の背景や登場人物を把握し、キーワー

　ドを聞き取りながら鑑賞する。

美術 西洋、日本の作品

○西洋、日本の作品の模写を着色（水彩絵の

　具）して完成させる。

家庭 食品の保存と食中毒の防止

○安全な調理と食事のために、食品の保存方

　法や食中毒防止について理解しよう。

技術

○エネルギー変換

（運動エネルギーを電気エネルギーに変換）

○運動エネルギーを電気エネルギーに変換す

　る方法を理解し、製作できる。

  

 ２９日（金）に行われる合唱祭は、保護者の参観が可能な行事になっております。１０時４

０分ごろから入場可能となります。詳しくは、以前配付した案内をご覧ください。 

 また、１１月１１日（木）に、職場体験の代替活動として、様々な業種の方との座談会を計

画しています。生徒たちにとって生き方について考えるよい機会になればと考えています。 

保護者の皆様へ 

課題曲 「時を越えて」 作詞 ： 栂野 知子 作曲 ： 栂野 知子

発表順 クラス 課題曲指揮 課題曲伴奏 自由曲指揮 自由曲伴奏

ひらの しおん まつもと ちひろ

作詩 山崎 朋子

やまもと じゅんぺい ふじわら ほなみ

平野 詩苑 松本 千洸
作曲 山崎 朋子

山本 淳平 藤原 穂菜実

たなか りお いまい あみ

作詩 谷川 俊太郎

ふじわら らいむ くろさわ あやか

田中 莉央 今井 亜美
作曲 松下 耕

藤原 來夢 黒澤 彩花

あおい ゆな かたやま ちさと

作詩 山村 隆太

かわさき みゆ つるみ けんと

青井 ゆな 片山 千聡
作曲 阪井 一生  編曲 加藤 昌則

川崎 美優 鶴見 健人

２－１C2  信じる

自由曲

1 ２－２C  大切なもの

３ ２－３A  証

日 曜 行事 帰りの会終了時刻 最終下校時刻 日 曜 行事 帰りの会終了時刻 最終下校時刻
1 月 16:15 17:00 16 火 i-check 15:20 17:00
2 火 15:50 17:00 17 水 15:20 17:00
3 水 文化の日 18 木 15:20 17:00
4 木 生徒会専門委員⾧選挙 選挙終了後 17:00 19 金 15:20 17:00
5 金 避難訓練・第２回漢字検定 15:20 17:00 20 土 第２回数学検定
6 土 21 日
7 日 秋季県大会 22 月 放課後学習 15:50 17:00
8 月 秋季県大会 11:45 12:00 23 火 勤労感謝の日
9 火 集金日・専門委員会 15:50 17:00 24 水 生徒集会 15:20 15:40
10 水 あいさつ運動 15:50 17:00 25 木 あいさつ運動 16:15 17:00
11 木 チャレンジワーク代替活動「わだち会」 16:15 17:00 26 金 期末考査（３年のみ） 14:50 16:00
12 金 15:20 17:00 27 土
13 土 資源物回収 28 日
14 日 29 月 期末考査（給食なし） 12:00 12:20
15 月 15:20 15:40 30 火 期末考査・中学校１日体験入学 14:05 14:20


