
 

今年の夏休みは 42 日間！ あなたはどう過ごす？ 

年次主任 竹谷 将幸 

✈夏休みの過ごし方✈ 

 今年はたっぷり 42日間(去年は 23日間)あります。体調管理をしっかりして有意義な日々を

過ごしてください。休み中には、東京オリンピックが 7/23～8/8の 17日間、東京パラリンピッ

クが 8/24～9/5の 13日間開催されます。どんな競技や種目があるのかを調べて応援してみるの

はいかがでしょうか？ 

【夏季課題や補習について】 

夏季休業中は各教科より課題が出ています。裏面に一覧を掲載していますので、計画的に学

習を進めてください。また、夏季補習の受講を申し込んだ人は忘れずに出席をしてください。

やむを得ない事情で欠席する場合は、事前に担当教員に連絡しておくか、当日であれば学校に

電話連絡を必ずしてください。なお今年は、年次での登校日はありません。 

【1学期の振り返りと 2学期の目標設定をしよう】 

 課題や部活以外の時間を使って、１学期の振り返りと２学期の目標を考え、手帳に書き込み

ましょう。１学期の反省を踏まえて生活面・学習面とも２学期の具体的な計画を立ててくださ

い。あと、家の手伝いをしてください。それから卒業後の進路に向けてオープンキャンパスへ

の参加や資料の取り寄せをしましょう。 

【未来の自分のためになる行動をしよう！】 

こうやって書き出すと、やることいっぱいの夏休みになりますね。高校 2年の夏休みは人生

のターニングポイントです。だらだらとただ過ぎていくだけの夏になってしまわないように、

未来の自分のためになる行動をしましょう！ 

 別紙で夏季休業中の心得のプリントも配布されています。ご家族で一緒に

読んでください。高校生として自覚を持った行動を心がけましょう。 

 

✈７月１日(木)に２年次保護者会を開きました✈ 

 暑い中、多くの保護者の皆様のご参加をいただきありがとうございました。進路、教務、修

学旅行、生徒指導について、それぞれの担当からお話をさせていただきました。後半は昨年に

引き続き、進学に向けたマネープランについて、外部講師を招いて講演会を行いました。 

参加できなかったご家庭分の資料は、先日お子様に渡しております。ご質問などありました

ら、三者面談の際に担任にご質問いただくか、年次メールにてお問合せください。 

✈夏季三者面談について✈ 

 各クラス担任より、夏季三者面談についての連絡をしております。もしご都合が悪くなった

場合、必ず学校へ連絡をお願いします。自転車で来校される場合、職員用駐輪場または正門守

衛室の横の壁沿いに駐輪してください。お車での来校は校内駐車場には限りがあるためご遠慮

いただき、公共の交通機関をご利用いただけますようよろしくお願いいたします。校舎内は土

足厳禁となっていますので、上履きをご持参ください。 

 

✈今後の行事予定（一部変更になることがあります）✈ 

7/21(水)、26(月)～30(金) 夏季補習(申込者のみ)  

8/ 4(水)・5(木) 体験入学(中学生対象) 

8/13(金) 学校閉庁日 

9/ 1(水) 2学期始業式 

9/ 2(木) 課題考査 

10/ 5(火) 体育祭予行 

10/ 6(水) 体育祭 

10/11(月)～14(木) 中間考査 

10/18(月) 修学旅行結団式 

10/19(火)～22(金) 修学旅行(沖縄本島 3泊 4日) 

10/30(土) 総合学力テスト 

11/ 9(火)・10(水) オープンハイスクール 

11/20(土) 創立 100周年記念式典(登校日) 

11/22(月) 11/20(土)の代休 

12/ 6(月)～10(金) 期末考査 

12/24(金) 2学期終業式 

 

✈コロナ関連✈ 

感染防止対策等の詳しい内容は、県の緊急時用ホームページをご覧ください。 

兵庫県緊急時用トップページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/ 

 

✈明石南高校ホームページ等✈ 

☆ 明石南高校ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~meinan-hs/ 

☆ はなまる連絡帳（一斉メール送信サービス） 

☆ 明石南高校 ０７８－９２３－３６１７ 

☆ 明石南高校 75回生年次団メール meinan75kaisei@gmail.com  

平日8:00～16:45は学校電話へ、それ以外の時間帯は75回生年次団メールへ連絡してください。 

年次通信のバックナンバーは、学校ホームページの各種通信にカラーで掲載しています。 
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9/2(木) 令和 3 年度 2 学期課題考査時間割 

 1 組 2 組 3 組 4 組 5 組 6 組 7 組  

SHR 健康チェック  

1 限 英 語  

2 限 国 語  

3 限 
世界史 B ／ 日本史 B 化学 

日本史 B 

2-1 
世界史 B 

2-2 
日本史 B 

2-3 
日本史 B 

2-45 

世界史 B 

2-45 

日本史 B 

2-67 

世界史 B 

2-67 

化学 

2-67 

4 限 平常授業④ 数学Ⅱ  

5～7 限 平常授業  

 

 

明南 75 回生２年次 【夏季休業中の課題一覧】 

教科（科目） 課題内容 提出日 

国語 ・「新成 現代文」⑦～⑯ 

・「よむナビ古典２」―古文⑤～⑨、漢文⑤～⑨ 

→「ガイド」、「文章ナビ」など、細かいところまでしっか

り取り組むこと 

・古文予習ノート作成 

 →ｐ50「源氏物語 光源氏誕生」（ｐ51,ｌ3「交じらひ給

ふ」まで） 

・漢文予習ノート作成 

 →ｐ24「鴻門之会 剣舞」（ｐ26,ｌ２）「荘不得撃」まで） 

ワーク類 

→9/1 

予習ノート類 

→課題考査後の

最初の授業 

日本史 B 日本史 B 一問一答 P71 まで(課題考査の点数が提出点) なし 

世界史 B 課題プリント（解答は 8/20 頃に職員室前のクラス BOX 周辺

に置きます。事情があって早めにほしい人は職員室へ取りに来

てください） 

課題考査後の最

初の授業 

数学 ◎ 1～5 組 

 プリント No.1～No.11(６枚) 

◎ 6、7 組 

 チャート式の指定された問題をノートに解答 

 Ⅱと B でノートは分けること。 

9 月 1 日 

(課題考査なし) 

 

9 月 2 日 

(課題考査あり) 

科学と人間生活 兵庫県南部地震と東北太平洋沖地震についてのレポート 

※詳細は別紙参照 

２学期の最初の

授業日 

物理基礎 リードαの以下の問題（全 36 問）をリードα用ノートに解く。 

第１章 基本例題 1～5、基本問題 12～16 

第２章 基本例題 6, 7、基本問題 24, 25, 27, 29, 31 

第３章 基本例題 10～12、基本問題 46, 47, 51～55 

第４章 基本例題 13～17、基本問題 69, 70, 74, 76 

※チェック表配布済み。ノートに貼り付ける。 

２学期の最初の

授業日 

（課題考査はな

いが、授業中に小

テストあり） 

化学 

（理系生徒） 

課題考査範囲は以下のとおり。 

リードα 化学基礎＋化学の 

p71～p81, p28～p35, p86～p115 まで 

課題考査は以上の範囲から出題する。ただし、まったく同じ問

題であるとは限らない。考査得点は 2 学期の評価に含まれる。 

 

なし 

英語 ◎コミュ英 ①「Discover the real OKINAWA」確認問題集

に解答をし、答え合わせをする。確認問題集のみ提出。 

②「Brciks1」単語帳１学期の範囲復習しておく。p.10～129

まで 

◎英表 「総合英語 be」分厚い参考書 p.291～p.397 を隅か

ら隅まで読み、チェック問題に答え、答え合わせをする。解答

用紙のみ提出。 

課題考査の日 

（課題考査あり） 

総合 ①キャリアノート p.23～24（全員） 

②Good job 探求 day 

a. インターンシップ参加の人…インターンシップ日誌提出 

b. オープンキャンパス参加の人…オープンキャンパスワーク

ブック提出 

①9 月 1 日終礼 

 

②a 9 月 3 日 

総合の時間 

②b 9 月 1 日 

終礼 

手帳甲子園 今年から使っている NOLTY 手帳の大会『手帳甲子園』に向け

て、校内大会を実施します。 

【手帳活用部門】と【表紙デザイン部門】があり、どちらかの

部門を選び、応募用紙に書いてある注意事項をよく読み、夏休

み中に仕上げて提出してください。 

優秀なものにはささやかな賞品があり、特に優秀な作品は学校

代表として全国大会に推薦します。 

2 年次生全員 

9/1(水) 

担任へ提出 

※応募専用用紙

あり 

 

常に時間はたっぷりある。うまく使えさえすれば。(byゲーテ) 


