
令和４年１２月 ２日

旭市立海上中学校

第１学年だより

日一日と寒さが厳しくなってきました。年末の多忙な時期を迎えますが、保護者の皆様にはご健

勝のことと拝察いたします。

さて、子ども達にとっても、保護者の皆さんにとっても、今年は大きな節目の年であったことと

思います。４月には中学生となり、３月までの小学校の頃とは子どもたちも保護者の皆さんもその

生活環境、生活のリズムも変化したことと思います。多くの友達や上級生・先生と出会い、様々な

経験を積み、この８ヶ月で子どもたちは確実に成長しています。保護者の皆様には、様々な場面で

温かいご支援とご協力をいただきありがとうございました。

学校では１２月６日から三者面談が実施されます。この機会にご家庭で子どもたちと語り合う時

間を作り、これまでの成果や課題を一緒に振り返ってみてはどうでしょうか。来年もさらに成長し

ていけるよう、ご家庭と共に私たち職員も子どもたちを精一杯支援していきたいと思います。

中学生活に慣れた今！ そして、冬！ 危険！ 自転車事故！

緊急・学年集会！ ＊以下は確認した内容です！

１１／２８（月）朝、 ① 乗る前にブレーキ、ライト、

一学年は、自転車の乗り方による以下の事故を ヘルメットあご紐確認！

防ぐために、緊急学年集会を開催しました！ ② 歩行者は右側、自転車は左側

＊雨・凍結・落ち葉によるスリップ転倒事故！ 一列で追い越しをしない！

（鶴巻・滝郷地区の坂道や道路は特に！） ③ 雨・風・寒い日は走行注意！

＊並進・無理な追い越しによる接触事故！ ④ 歩道は歩行者優先！自転車は

（中学校の周辺の道路は特に！） 必ず徐行して慎重に通行する

＊自転車通行可能道路での歩行者との接触事故 ⑤ 歩行者を追い抜くときは、声

（嚶鳴小←→海上中の道路は特に！） をかけて慎重に通行する！

＊ブレーキ、ライトの故障による事故！ ＊ご家庭でも声かけを

お願いします！

生徒会役員選挙！！ ････････【投票日：１２月 １日（木）】

生徒会役員は２学期で１年間の任期が終わり、毎年１２月に

生徒会役員選挙を実施します。公示から、立候補受付、候補者

説明会、選挙放送や立会演説会を経て、投票と開票、任命式と

社会人と同じように行います。投票箱や記載台も実際のものを

使用して行いました。１年生は、生徒会会計に男子１名、書記

に女子２名の計３名の生徒が立候補しました。

１０月３１日の選挙管理委員会発足から務めてくれた、第１

学年の選挙管理委員３名を紹介します。

１組： さん ２組： さん ３組： さん

笑 顔 12 月号



第２回定期テストを終えて 先日、第２回定期テストが実施されました。

結果（個票）は、１１月２５日に配付しました。
一学期に比べ、範囲も広く、学習内容も小学校の発展から新しい内容で、「頑張ったけど、思ったほど
得点ができなかった・・」という声が出ています。そこで、各教科担任に今学期の学習内容を振り返って
のアドバイスをいただきました。裏面に記載しましたので、これからの家庭学習の取組など、
今後に生かしてほしいと思います。 ご家庭でも励ましをお願いします。

将来、どんな職業に・・？ 今、進路目標実現に向けて、

進路コーナー ～ 「自分史」や「職業」について学習しています。３年生の

進路説明会資料から、進学が多い近隣の高校や学科を裏面

☆千葉県教育委員会から☆ に掲載します。ご家庭での話し合いをお願いします。

「令和６年（２年後）から設置される学科やコース」について

☆匝瑳高等学校・・・（普通科と理数科）→（総合学科）

☆成東高等学校・・・教員基礎コースの設置 ☆小見川高等学校・・・医療系コースの設置

１１／２４「学年レク（クラス対抗ドッチボール）」

一人一人、元気いっぱい「笑顔」でした。

運営は、各クラスの保健体育教科係さんが

行ってくれました。

の主な予定 の主な予定

１（木）木①③④⑤ 生徒会役員選挙 ※3年私立高校前期出願web

６（火）火①～④、 期末保護者会 ６（金）始業式、避難訓練、

７（水）水①②⑤⑥ この期間 完全下校 15:00
８（木）木①②③⑤ 放課後の ９（月）（祝）成人の日

９（金）金①②③⑤ 完全下校 １０（火）水曜日課、給食開始、

１２（月）月②～⑤ 時間は、 ３年実力ﾃｽﾄ ↓

１３（火）火③～⑥ 16:00です。 １１（水）月④⑤①②③

１４（水）家庭教育学級５，閉級式 １３（金）火曜日課

１５（木） ・職業人の講話（２年生） １６（月）火①～⑤、専門委員会

１６（金）金③④⑤ 65周年記念講演会（午後） １７（火）月①～⑤火⑥ ※3年私立高校入試

２１（水）金①②④⑤水③道 ２０（金） PTA本部役員会 ※私立高校入試発表

２２（木）木②④⑤総、大掃除 合同委員会

２３（金）終業式 ２３（月）月①②③⑤、完全下校 13:15
２４（土）冬季休業～１／５（木）

※12/27～1/3の間、学校は開いていません。 ※１月13、23日は、Ｂ日課(45分授業）です。

※12月の下校完了時刻は、1６：４５です。１月の下校完了時刻は、1７：００です。



２学期を振り返ってアドバイス！

国語科 英語科

・今学期は古典と文法を主に学習しました。 ・「英語は苦手、面倒だ！」という気持ちをまず、
【文法は、文の成分（主語、述語、修飾語など）、 取り除いてください。テストや普段の様子を見
古典は川柳、「竹取物語」「故事成語」】 ていると、英文を見るとすぐにあきらめてしまう
・古典は歴史的仮名遣いに留意して音読すること 人がいます。日本語と英語の語順は異なって
や、古文と口語訳を照らし合わせて内容を把握 います。「だれが」「どうだ／どうする」の順で
できるようにするなど、基礎的な学習です。 英文はつくられています。あきらめずに読み進
・国語は声を出して文章を読むことが力をつける めましょう。その際に単語がわからないと読み
基になるので、たくさん音読すると良いです。 進められないことに気づきます。そこで、毎日
・文法や漢字の習得は、繰り返し行うと良いです １５分は英単語練習をする時間を設けましょう。
＊今学期は１時間ごとの授業に意欲的に取り組 英語は、まとめて学習するより、毎日継続して
む姿勢と提出物も１学期よりも向上したと思いま 学習する方が効果的です！ 授業があった日
す。その姿勢で３学期も頑張ってほしいです。 に復習＋次時の予習を習慣化しましょう。

社会科 数学科
・２学期が進むにつれ、社会の授業の ・基本的な計算や関数の問題について出題しま
形に慣れて来ています。 した。ワークの提出を行いましたが、溜めてしま
・単元テストに合わせて復習できるようにワーク い、慌てて問題を解いたり、期限までに間に合
提出を決めてきましたが、提出前にあわてて行 わない場合は写して提出していることが見られ
い、復習が不十分なままテストを受けることが繰 ました。学習した内容をその日のうちに家庭学
り返されていました。 習で行うように積み重ねが大切です。
・単元テストに合わせた充分な復習をすることで ・1次方程式などの計算は、関数の分野でも式変
定期テストの前にあわてることなく、テスト範囲 形で行います。計算問題をしっかり解けることや
の学習することができると思います。 関数の基本的な問題をしっかり
・ワークは授業を受けたら、その都度開きましょう 解けるように復習しましょう。
その際に教科書をよく読み込みましょう。毎日の
積み重ねで少しずつ知識を定着させましょう。

理 科

☆ 今学期は、化学分野と物理分野を学習しました。内容は、 ①安全に実験するための知識と操作
（加熱器具を含めた実験器具の使い方、光の実験をする上での注意など）、 ②物質の性質と見分
け方（有機物、無機物、金属、固体、液体、気体）、 ③気体の性質と日常生活での危険性、

④物質の状態変化と分け方（融点、沸点、粒子の動き、蒸留、溶解度、再結晶）、 ⑤理科のグラフの
書き方と計算（密度、質量パーセント濃度）、 ⑥光の性質と作図方法（直進、反射、屈折）です。

☆「理科は苦手、難しい！」 から 「日常生活に役立つ知識を知ろう！」 という気持ちに切替えて、
授業を受けて、「今日、何を学習したかな？」と毎日、家で振り返ることが大切です。

☆次に教科書を繰り返し読みましょう。そして、ワークや作図計算で問題演習を進めて繰り返しましょう。
（確認テストを目標に範囲を終わらせて、テスト前に間違った部分を繰り返し見直しましょう）

＊２学期、ワークなど課題提出を頑張った人が多くなりました。３学期も頑張りましょう。



【 千葉県公立高校 学校設定検査の内容等（近隣の高等学校） 】

【全日制】

学校名 学科名 定員 ※Ｋの値 学校設定検査

千葉県立佐原高等学校 普通 ２４０ １ 作文

理数 ４０ １ 作文

千葉県立佐原白楊高等学校 普通 ２００ １ 作文

千葉県立小見川高等学校 普通 １６０ ２ 面接

千葉県立多古高等学校 普通 ８０ １ 面接･自己表現

園芸 ４０ １ 面接･自己表現

千葉県立成田国際高等学校 普通 ２００ １ 自己表現

国際 １２０ １ 自己表現

千葉県立銚子高等学校 普通 １６０ ２ 面接

千葉県立銚子商業高等学校 商業・情報処理 ２００ １ 自己表現

海洋 ４０ １ 自己表現

畜産 ４０ １ 面接

千葉県立旭農業高等学校 園芸 ４０ １ 面接

食品科学 ４０ １ 面接

電子機械 ４０ １ 自己表現

千葉県立東総工業高等学校 電気 ４０ １ 自己表現

情報技術 ４０ １ 自己表現

建設 ４０ １ 自己表現

千葉県立匝瑳高等学校 普通 ２００ １ 面接

理数 ４０ １ 面接

千葉県立松尾高等学校 普通 １２０ １ 面接

千葉県立成東高等学校 普通 ２４０ １ 面接

理数 ４０ １ 面接

千葉県立佐倉高等学校 普通 ２８０ ０．５ 面接

理数 ４０ ０．５ 面接

銚子市立銚子高等学校 普通･理数 ２８０ １ 自己表現

※Ｋの値は調査書の評定の全学年の合計値に乗じる係数（高校ごとに設定）

【定時制】

学校名 学科名 定員 Ｋ 学校設定検査

千葉県立銚子商業高等学校 商業 ４０ １ 面接

千葉県立匝瑳高等学校 普通 ４０ １ 面接 志願理由書有

千葉県立佐原高等学校 普通 ４０ １ 面接

【通信制】

千葉県立千葉大宮高等学校 普通 ５００ 面接 作文 志願理由書有

【 普通科がある近隣の私立高校 】

☆敬愛大学八日市場高等学校 ☆千葉黎明高等学校 ☆わせがく高等学校

☆千葉学芸高等学校 ☆横芝敬愛高等学校 ☆成田高等学校

☆千葉敬愛高等学校 など


