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   第７号（2022 年７月11 日） 
 
【学年通信は保護者の方にも見せてください】 

 

◆“プレ夏休み”期間の過ごし方 

 7/11(月)～20(水)の懇談期間は午前中授業で

すが、夏の部活動が本格化する前の「プレ夏休

み期間」でもあります。“夏休み＝7/20 から”

と考えるのではなく、むしろ 7/20 までの期間

をいかに有効に使えるかが、その後の「本格夏

休み期間」の成否を左右すると思ってください。

活動量の多い部活動に所属している生徒からは、

「平日より夏休みの方が忙しい…」とのつぶや

きが例年きこえてきます。 

7 /20までの期間を、“何となく…”で過ごさ

ないこと。時間がかかりそうなので、早めに着

手しなければならない課題は何か、毎日コツコ

ツで取り組む課題は何か――今号の裏面に夏の

課題の全体量を示していますので、いつ・何を

やるかを明確にして、短縮授業期間を上手に使

いましょう。 

 

◆何のための夏休みなのか 

 高校の全普通教室にエアコンが設置されたの

は、それほど昔の話ではありません。ちなみに

私（高崎）が高校生の頃は、教室にエアコンが

全くありませんでした。確かに現在より暑さが

マシではありましたが、７月に入ると暑くて勉

強どころではないことに変わりはありませんで

した。こうした点からも、夏休みの必要性は確

かにあったと思います。 

 ところで、現在はどうでしょう？普通教室に

エアコンが設置されているならば、７月・８月

も授業を続ければいいのではないでしょうか？

事実、私立高校などでは７月末まで夏期講習を

行い、夏休みは２週間程度――という学校もあ

ります。電気代はかさみますが、ハード面では

７月・８月に授業を続ける環境は整っています。 

 では、何のために夏休みを設定しているの

か？今年度は、7/21～8/22の約１ヶ月の夏休み

期間を設定しています。慣例だから？教員の休

みのため？この期間中に学校各所の修繕工事を

行うため？――想起される理由はいくらでもあ

りますが、夏休みが必要だと私が考える最大の

理由は「生徒にとってじっくりと取り組む機会

を確保するため」です。この期間、授業はスト

ップします。新しい単元に進みません。その間

に、それぞれで補うべき点を補ってほしいので

す。そうして既習事項を盤石なものにして、８

月末の授業再開以降、前期後半の学習内容を積

み上げていってほしいと思っています。 

また、普段の授業と並行しながらではなかな

かやりにくい、じっくりと腰を据えて取り組む

べき課題に挑戦してほしいとも考えています。

裏面でまとめている夏休みの課題にも、そうし

た傾向が現れているはずです。夏休みは、普段

とは異なるタイプの取り組み方による学習のた

めの期間だと私は考えています。もちろん、休

息のための期間でもあり、また、勉強とは別に

“自分が進んでやってみたい！”と思っている

ことに取り組むための期間でもあります。これ

らのいずれもが、“何となく…”で夏休みをとら

えていては実現できないものであることは明ら

かでしょう。 

 

特集：担任の先生が10代のときに読んだ本！ 

 じっくり腰を据えて――の代表格が、読書で

しょう（…腰を据える暇がなくとも私たちは本

を読んでいますが）。そこで、担任の先生たちに

（主に）10代で読んだ作品を挙げてもらいまし

た。 

 

悉  有 
しつう 学年通信 



高野和明『ジェノサイド』 

（１組担任 森先生） 

一介の大学生が難病を治す薬を作るべく奔

走し、果ては超人類（特殊な能力をもった人類）

とも協力するという SF 小説です。タイトルの

ジェノサイドの意味を、本を読んでぜひ確かめ

てほしいです。 

銀色夏生『詩集小さな手紙』 

（２組担任 浅井先生） 

恋しはじめたあなたに。抑えきれない感情の

輪郭を、詩の言葉でたどるのはいいかもしれな

い。 

塚本康浩『ダチョウはアホだが役に立つ』 

（３組担任 増田先生） 

関西弁でダチョウの可能性を語る。あまり本

を読んだことがない人も読みやすいと思います。 

島田紳助『ラストラン―おっさんたちの 

青春がおわった』 

（４組担任 北谷先生） 

島田紳助氏がチーム監督として仲間と挑戦

し続けてきたバイクレース「鈴鹿8時間耐久ロ

ードレース」。その最後の挑戦までの話です。お

金のためや仕事ではなく、大人になっても仲間

と一緒に真剣勝負がしたい！楽しみたい。ただ

それだけのために一生懸命にレースに向き合う

姿がかっこいいです。「自分も何かに本気で挑戦

したい！」と思わせてくれる本、そしてレース

です。 

森鷗外『高瀬舟』 

（５組担任 吉田先生） 

「安楽死は善か悪か？」簡単に答えがでない

究極の問いが読者に突きつけられる。 

粟田房穂、高成田享 

『ディズニーランドの経済学』 

（６組担任 河田先生） 

この本を読んで、「人の心を動かすことには、

仕掛けがある」ことを明確に意識するようにな

った。ディズニーは夢の国だが、夢の国は非常

に緻密につくりあげられているのだ。 

景山民夫『遠い海から来たCoo』 

（７組担任 白井先生） 

この作品を読んだ当時、フランスがムルロア

環礁で核実験を行い、騒動になったことを思い

出す。事実と虚構を織り交ぜた、平和の尊さを

題材とした物語。 

森田まさのり『ろくでなしブルース』 

（８組担任 大西先生） 

中高生の頃に読んでいた週刊少年ジャンプ

の漫画です。暴力的なシーンも多いのですが，

直接的な言葉では見えない『心の機微』という

感覚を初めて感じさせられた作品です。 

瀧本哲史『僕は君たちに武器を配りたい』 

（９組担任 川角先生） 

勉強してもお金を稼げるわけではない。じゃ

あ勉強は不要なのか。答えの１つはここにある。 

井上靖『天平の甍』 

（学年主任 高崎） 

鑑真を日本へ招来する、普照と栄叡ら入唐僧

の物語。さて、タイトルの「天平の甍」とは、

どこの寺の姿を指す言葉でしょうか？ 

 

 

 

◆当面の予定 

7 /11(月)～20(水) 懇談期間・午前中授業 

 11(月)～14(木)・19(火) 探究Ⅰ講演会（午後） 

 14(木) 時程変更60分授業＋LHR40分 

(Ａ木１～３) →12：40終了 

 15(金) １年人権校外学習（パープルホール） 

 20(水) １・２限授業＋大掃除＋全校集会 

 

8 /21(日) 全統高１模試（外部会場・希望者） 

 22(月) 全校集会＋大掃除＋宿題考査 

 23(火) １・２年授業スタート 

（午前中授業 8 /26まで） 

 25(木) 時程変更60分授業＋LHR40分 

(Ｂ木１～３) →12：40終了 

9 / 1(木) ４・５限 SSH・探究Ⅱ中間発表会 

 

 

… 



□■□■□ 夏休みの宿題 □■□■□■ 

 

【 国 語 】 

▶現代の国語 

・『基礎現代文』11～14、およびp26,27「漢字・ 

語句の問題（１）」 

・『意味から学ぶ頻出漢字3000』p30～p49 

・他、授業中に指示あり 

▶言語文化 

（１）読書レポート課題 

（２）「プログレス古典」古文５～８ 

句形・語彙ノートも添削する 

（３）「新明説総合古典文法ノート」p26～p37 

● 提出は担当者の指示に従うこと 

● 8/22宿題考査は、上記宿題＋実力問題 

（古文・文学的文章）を範囲とする 

 

【 英 語 】 

▶英語Ｒ 

① 学習ノートp.36~43, p.68~75を仕上げる。 

② English Central のReading1とLesson8 

 を終わらせる。 

▶英語Ｇ 

① Endeavor p.32~35,39~42をノートに全文 

解いて、答え合わせ。授業中に終わっている 

場合はしなくてよい。 

 

【 数 学 】 

青チャートの以下の54題について、「長期休

暇ノート」に配付プリントの下半分を切り取っ

て貼り、問題を解き、答え合わせまでして、 

8 /22(月)夏宿考査の日に提出すること。１日２

問のペースでやれば終わります。 

問題を解くにあたっては、練習問題の上の例

題をじっくり理解（読む、解いてみる）した上

で、練習問題に取り組むようにしましょう。 

夏の課題の定着を、夏宿考査で確認します。中

間考査分の取りこぼしは、この夏にしっかり回

収しておこう！ 

(  )が付いている問題の提出は任意です。(  ) 

 

が付いていない問題の定着が最優先です。余裕 

がある人だけ(  )が付いている問題に取り組ん

でください。 

 

【 理 科 】 

▶物理 

① 調べ学習（提出課題） 

 教科書最終ページ【日本のノーベル物理学賞

受賞者・物理学史と科学者たち】の中から自分

が興味を持った人物について、研究・功績・人

物像…等、提出用ノートを用いて調べ学習を行

う。以下の点に注意して作成する。 

〇見開き１ページ（２ページ）に収まるように、

書き記す。 

〇なぜその人物を調べようと思ったのか、 

また調べた上で自分が感じたこと考えた 

こと等は、必ず書き記す。 

〇「他者が見る」ということを意識して、見や

すく分かりやすい工夫をする。 

〇参考にした資料等の引用文献を、明記する。 

9 /14(水)（文化祭代休明け）、理科係が出席 

番号順に並べて物理研究室前トレーに提出。 

② 夏休み明け初回授業日に、以下範囲の理解度

確認テストを行うので、しっかり勉強してお

くこと。（提出課題ではありません） 

【テスト範囲】 

リードα物理基礎 第２章 落体の運動  

  P16 基礎チェック１～３ 

  P17 基本例題６・７ 

  P18・19 基本問題２２～３０ 

▶化学 

① 調べ学習（提出課題）『化学基礎で習う化学

者についてのレポート』 

8 /22(月)（宿題考査日）、理科係が出席番号順

に並べて、化学研究室前トレーに提出。 

② 宿題口頭テスト １人２題 『今まで習った

化学式など』（夏休み後、最初の授業時に行

う）。対策プリントを配付するので、勉強し

ておくこと。 



 

▶生物 

① 前期中間考査のやり直し 

・テスト問題を見直し、間違えたところを 

ノートに解きなおす。 

② 前期中間考査～夏休み前までに進んだ範囲 

の問題演習 

・以下のセミナーの範囲をノートに解いていま

まで勉強したところを復習しておいてくだ

さい。 

セミナー基本例題4（p11） 

基本問題11～15（p15～16） 

発展問題16～18（19～21） 

①、②について、夏休み明けの初回の授業時に

提出。 

 

【 地歴公民 】 

▶歴史総合（世界史） 

アメリカ独立宣言における「自由」は真の自

由と言えるのか？という問いに対し、授業の知

識、文献の知識を活かしながら、自分なりの考

えを400字程度で書いてきてください。 

課題に関する詳細と原稿用紙は夏休みまでの授

業で配付します。 

 

【 芸 術 】 

▶書道 

●硬筆課題のプリント 

・黒ボールペンで丁寧に練習する 

・夏休み明け最初の授業で提出 

●大阪府高等学校書道教員展 鑑賞レポート

（有志）・別紙参照 

 

【 保健体育 】 

▶保健 

 教科書p24・25、ノートp16・17「休養・睡

眠と健康」について、時事保健ノートの後ろ、

見開き２ページを用いて、まとめる。 

様式や体裁は、特に指定しないが、他者に見

せることを意識し、わかりやすく、工夫するこ 

 

と。自身で、プラスαで調べたことなども記載

する。 

▶体育（男女共通） 

水泳の自由形（クロール）について、泳ぎ方

のポイントや、ターンの仕方などをＡ４用紙１

枚以上にまとめる。イラストを入れるのも可。 

※保健・体育とも、すべて自筆とする 

（パソコン入力は不可） 

 

【 探 究 Ⅰ 】 

文献レポート 

・自班のテーマに関する文献（書籍・論文）を 

読み、ステップ１・ステップ２の計３つの 

観点をふまえた内容のレポートを作成する 

こと 

・8 /23(火) 17：00提出〆切 

 

【 進路指導部 】 

大学探訪・オープンキャンパス参加レポート 

・所定の用紙に記入し、写真（プリンタでの 

印刷したものも可）も貼り付けてレポートを 

完成させること 

・8 /22(月) 担任の先生へ提出 


