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定期テストを終えて…
６月２１日，２２日は第１回定期テストを行いました。２年生に進級し初めての定期テストでしたが，手

応えはいかがでしたでしょうか。よく中堅学年は中だるみの時期と言われ，「高校入試までまだ１年以上ある

から…」などと油断しがちです。定期テストの復習をしっかりと行い，苦手な箇所を今のうちに解決し，得

意な分野をさらに頑張りましょう。

定期テストの反省点
☆２年１組 （国語） 氏名 岩 﨑 桜 花 さん

定期テストを終えて，私が感じたことはテストを受けた時の手応えがなかったことです。私は自分が
勉強不足だと思いました。私が一番勉強不足だと思った教科は国語です。国語は文法や漢字があって，
自分が立てた計画通りにはいきませんでした。だから国語のテストであまりいい点数が取れなかったの
だと思います。今回の反省を生かして２学期はもっといい点数が取れるように頑張りたいです。

☆２年１組 （美術） 氏名 濤 川 そ ら さん
私は美術のテストであまり良い点数が取れなかった。教科書を何回も読んだり，書いたりして覚えよ

うとしたが，絵の細かいところまで見ていなく，そこが出てしまったので，もう少し教科書などをよく
見て復習すれば良かったと思った。いつも美術のテストで出る手のスケッチは，家庭学習で練習をした
ので，その成果が少し出たかなと思った。次のテストに向けて，復習を継続していきたい。

☆２年１組 （社会） 氏名 浪 川 聡 太 さん
僕は今回のテストでとても後悔しました。まずテスト勉強が計画通りに進みませんでした。このくら

い遅れていてもいいだろう，とそんな考えがあったため，課題がたまっていき課題提出遅れたりテスト
前日などの貴重な時間を使うことになりました。そのため，テスト勉強の時間が減り，テストの結果も
悪くなりました。しかし，社会は勉強ができたため良い結果が出ました。次回からは計画通りに学習し
て良い結果を出せるようにしたいです。

☆２年２組 （数学） 氏名 加 瀬 あ ゆ み さん
私は数学が苦手な教科です。だからこそ重点的にワークを何度も解きました。１日２時間程度を目安

にやりました。ワークの進め方はわからないところを友達や家族に聞いて，理解できるようにしました。
しかし，テストでは，反省があります。問題をよく読まず間違えてしまいました。すごく惜しいことを
したと思うし，悔しかったです。文章で答える問題も解いたつもりでしたが，いざ書こうとするとでき
ませんでした。でも，勉強した分の点数は取れたので，これからもより高い所を目指します。

☆２年２組 （英語） 氏名 井 手 本 菜 央 さん
前回の英語のテストではスペルミスが多く，点数を落としてしまったので，単語を正確に書けるよう

に練習しました。テスト範囲が出て，まず文法を確認してからワークを何回も解きました。そして，授
業で配られたプリントを見直しました。テストを受けた時は文法の問題がきちんとわかりました。また，
英文を迷わずに書くことができ，テスト勉強の成果を感じることができました。

☆２年３組 （理科） 氏名 島 田 秀 斗 さん
僕は今回，理科のテストで頑張ったことや反省したいことがあります。まず，頑張ったことは計画以

上に早く進めて復習をしたことです。特にプリントやノートを見て復習をしました。次に反省したいこ
とは，理科のテストの前日に復習をしてなかったことです。やらなかった理由は，他の教科の復習をし
ていて理科の復習ができませんでした。そして，テストはとても難しかったです。これからは前日でも
頑張ります。

☆２年３組 （音楽） 氏名 星 野 勇 樹 さん
音楽は僕にとって苦手な教科だったので，特に時間をかけて勉強しました。その甲斐もあり，前回

のテストよりも手応えがありました。テストを受けた時もいつもより早く問題を解くことができ，見
直す時間が多くありました。また，わからない問題や細かなミスなどをなくすことができました。逆
に反省点は，音楽の時間に配られた必勝プリントをなくしてしまったので，プリントをなくさず，有
効に使いたいと思いました。

☆職場体験学習
８月２２日～２４日に実施予定です。事業所の調整を終え，今年度お世話になる事業所を載せておきまし

た。７月１９日は午後から各自が事業所に出向き，事前に打ち合わせを行うことになります。マナーや言葉
遣いに気をつけて丁寧な対応を心がけてください。

◎学年主任より

４月の２年生スタートから，早くも３ヶ月が経ちます。新しいクラスに慣れ，５月には，東京都内を
生徒だけの力で電車で移動することにチャレンジしました。東京スカイツリーから東京タワーまで，い
くつかのハプニングなどはあったものの自分たちの力で無事に移動することができました。各班ともに
良い経験ができ，個人としても自信をつけた生徒が多かったと思います。
また，定期テスト期間，サッカーワールドカップロシア大会が盛り上がりをみせ，サッカーに興味関
心が高い生徒に限らず，勉強が手につかなかったり，睡眠不足の生徒が多かったように思います。各教
科の提出物の取り組み具合はどうでしたか？各教科のテスト結果を見て，一喜一憂している人が多くい
ますが，それぞれがその結果を今後どのようにいかそうとしているかが大切です。できなかったことわ
からなかったことを７月中に少しでもクリアーしようと努力してほしいと願っています。さらに部活動
については，３年生の最後の大会やコンクールを間近に控えています。これまで，お世話になった３年
生が悔いなく全力で力を出しきれるよう２年生のこれからのサポートが大事です。先輩と一緒に試合や
コンクールに出場する生徒はもちろんのことですが，応援でサポートする人も，自分には何ができるか
常に考えながら行動するように心がけてください。そのような思いのこもった２年生の行動と姿を１年
生が見てくれているはずです。

○東総支部大会が始まります！応援お願いします…!(^^)!

部活動名 期日 会場 対戦校等
野球 7/21,22 海上野球場 対 銚子一or銚子二 9:00～(21日) 準決勝9:00，決勝13:30(22日)
卓球 7/7,14 旭市総合体育館 シングルス 9:40～(7日) 団体・ダブルス(14日)
バレー(男) 7/21,22 海上中 対 八二 八一 旭二 9:30～(21日) 決勝トーナメント(22日)
バレー(女) 7/21 旭市総合体育館 対 野栄 第三試合 対 八二 第五試合(21日)

7/22 海上中 22日は決勝リーグ9:00 第一，三，五試合
ソフトボール 7/21 海上中 対 銚子一or八二 第二試合10:40～ 対 銚子一or八二 第四試合14:40～

7/22 1日目リーグ戦1位11:00～ 2位9:00～ 3位なし 予備日23，24日
陸上競技 7/14 東総運動場 9:00～競技開始
バスケ(男) 7/22,24 八日市場ドーム 対 銚子五 13:30～ (22日) 準決勝 10:50～(24日)
バスケ(女) 7/21,22,24 八日市場ドーム 対 銚子六 10:50～ (21日) 対 八二or飯岡 9:30～(22日) 準決勝9:30～(24日)
剣道 7/21,22 銚子五中 9:40～ 対 銚子二 (男子) 対 銚子 (女子)
吹奏楽 7/27 県文化会館 吹奏楽コンクール予選会12:10～ [8/11 コンクール本選会]

◎ ７月 ８月 ９月の主な予定

７月 ２日（月）読書月間（各自本を用意）オープンスクール～6日まで ６日（金）大掃除，ワックスがけ
10日 (火) 交通指導日 12日 (木) ミニ集会（携帯電話教室）期末保護者会 スクールカウンセラー勤務日 図書館司書巡回日
19日 (木) 金曜日課 給食終了 ⑤，⑥ 2年職場体験学習事業所事前訪問 スクールカウンセラー勤務日 図書館司書巡回日
20日 (金) 終業式

８月 18日 (土) 旭市PTAバレーボール大会（市体育館） 21日 (火)２学年登校日 22日 (水)～24日 (金)職場体験学習
９月 ３日（月）始業式 避難訓練 ４日 (火) 給食開始 ６日 (木) 生徒会専門委員会

10日 (月) 教研集会のため４時間で給食後下校 諸活動停止 ３時まで自宅学習
11日 (火) オープンスクール～15日まで
15日 (土) 校内体育大会 18日 (火) 振替休業

【今年度職場体験学習でお世話になる事業所 42事業所】
なみかわ 旭市図書館 ＪＡ カジロスポーツ 中村石油 ケーズデンキ アイティエ
スファーム コメリ 東部図書館 カインズホーム あじと モスバーガー マクドナ
ルド ローソン見広 千葉銀行 ルノア 海上公民館 海上保育園 滝郷小学童 池の
端保育園 不二家 おうめい保育園 ユニクロ セブンイレブン干潟駅前店 ＳＤフィ
ットネス 旭消防署 さばらん 鏑木自動車 セブンイレブン広原店 にわ 哲平 銚
子市特別支援学校 うなかみ幼稚園 コメダ 大木薬局 春日堂薬局 ＢＯＢ 鶴巻保
育園 サンモールシネマ 平野農園 マリヤージュ ミルキーウエイ




