
            

明石南高等学校 76回生 年次通信 No.７  ２０２２年１１月３０日（水） 

 

 ２０２２年最後の月です！ 

 今年も残すところ１か月となりました。２０２２年は皆さんにとってどんな１年だった

でしょう？新年を迎える前に、１年間を振り返りましょう！振り返りとは、ビジネスシー

ンでよく行われており、過去の自身の行動を客観的に見直し、改善点を見つけることです。 

この、「改善点を見つける」ということがとても重要です。改善点を見つけることで、新

たな目標を立てやすくなります。毎日を有意義に過ごせるよう、目標をもって頑張りまし

ょう！ 

 また、１２月は「師走（しわす）」と言われ、お坊さんが忙しく走り回る姿が語源と言

われています。忙しくなるのはお坊さんだけでしょうか？大掃除や新年に向けての準備な

ど、多くの人が忙しくなる月でもあります。そこで、皆さんに気を付けていただきたいの

が交通事故です。１２月は交通事故が最も多くなる月です。心に焦りがあると、判断が遅

れたり間違えたりしやすくなります。事故に合わない為にも、やるべきことは早く済ませ、

時間と心にゆとりをもって行動しましょう！ 

 

 

【１２・１月の予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆期末考査１週間前です！ 

 

科目 範囲 提出物・締切り 

現代文 B 

・教科書「である」ことと「する」こと（ｐ

150～ｐ163）及び配布プリント 

・評論速読トレーニング 1000１～８ 

・ダブルクリアｐ178～ｐ181 

提出物：ノート 

（提出日は各担当者による） 

古文 B③ 

３単位 

(コース②③) 

・教科書 

『源氏物語』 

光る君誕生（本文プリント範囲） 

若紫（本文プリント範囲） 

・授業時配布プリント 

(上記範囲分問題演習プリント) 

・古典速読トレーニング  

１～６、１５、１６ 

・体系古典文法  

小テスト範囲第４回～第８回 

・古文単語 315 敬語 p.226～p.243 

ノート 

体系古典文法学習ノート 

２年

２－１

(41) (21) (41) (41) (41) (41) (30) (41) (41) (41) (41)

２－２

(41) (21) (41) (41) (41) (41) (18) (41) (41) (19) (41) (41)

２－３

(22) (40) (40) (40) (40) (40)

２－４

(39) (21) (40) (40) (40) (17) (40) (39) (23) (40) (40)

２－５

(41) (21) (40) (40) (12) (40) (31) (10) (40) (41) (40) (40)

２－６

(25) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (25) (40) (40)

２－７

(37) (37) (37) (37) (25) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37)

(19) (19)（23+9)

英表Ⅱ②2-7

社会科教

室

日史Ａ_2-3 簿記_2-4・5 世史Ｂ_2-3

数Ⅱ④2-7 科人発_2-7 地理Ｂ_2-7 化学_2-7 古典Ｂ②2-7世史Ａ_2-7 数Ｂ_2-7 現文B_2-7 ｺﾐｭ英Ⅱ_2-7 物理基_2-7 保健_2-7

生物基_2-6 保健_2-6

古典Ｂ③2-5 英表Ⅱ②2-5

日史Ａ_2-6 数Ｂ_2-6 現文B_2-6 ｺﾐｭ英Ⅱ_2-6 古典Ｂ③2-6 英表Ⅱ③2-6数Ⅱ④2-6 科人標_2-6 世史Ｂ_2-6

英表Ⅱ②2-4

日史Ａ_2-45 原価計_2選A 現文B_2-5 ｺﾐｭ英Ⅱ_2-5 生物基_2-7 保健_2-5 数Ⅱ③2-5 中国語_2選B

数Ⅱ③2-4 科人基_2-4 日史Ｂ_2-45 財務Ⅰ_2選B 古典Ｂ③2-4世史Ａ_2-45 総合英_2選Cb 現文B_2-4 ｺﾐｭ英Ⅱ_2-4 保健_2-4

科人基_2-5 世史Ｂ_2-45

古典Ｂ③2-3 英表Ⅱ②2-3

（21+15） (40) (40) (21+15) （9+14）

保健_2-3 数Ⅱ③2-3 科人基_2-3 日史Ｂ_2-3・6 生活産_2選AC

(8) （20+21）

世史Ａ_2-3・6 総合英_2選Ca 現文B_2-3 ｺﾐｭ英Ⅱ_2-3

現評入_2選C 科人基_2-2 世史Ｂ_2-2 医療入_2選C 古典Ｂ③2-2 英表Ⅱ②2-2

古典Ｂ③2-1 英表Ⅱ②2-1

日史Ａ_2-2 総合英_2選Ab 生活福_2選B 現文B_2-2 ｺﾐｭ英Ⅱ_2-2 生物基_2選Aab 保健_2-2 数Ⅱ③2-2

保健_2-1 数Ⅱ③2-1 現評入_2選B 科人基_2-1 日史Ｂ_2-1世史Ａ_2-1 総合英_2選Aa 現文B_2-1 ｺﾐｭ英Ⅱ_2-1

1 2 3 1 22 3 1 2 3

12月7日(水) 12月8日(木) 12月9日(金) 12月12日(月) 12月13日(火)
1 2 3 1

医療入門総合英

簿記 科学人間_発原価計算 地理Ｂ 財務会計Ⅰ

生活産業基礎 古典Ｂ③ 英語表現Ⅱ③物理基礎 数学Ⅱ④ 現代評論入門日本史Ａ 総合英語 科学人間_標 日本史Ｂ

古典Ｂ② 英語表現Ⅱ②生物基礎 保健 数学Ⅱ③ 中国語Ⅰ世界史Ａ 数学Ｂ 生活と福祉 現代文Ｂ ｺﾐｭ英語Ⅱ

1 2 3

科学人間_基 世界史Ｂ 化学

2

12月12日(月) 12月13日(火)
1 2 3 1 2 3 1

令和４年度　２学期期末考査時間割　（２年次）
12月7日(水) 12月8日(木) 12月9日(金)

2 3 1

日 行事   日 行事 

１２月 

７日（水） 

８日（木） 

９日（金） 

１２日（月） 

１３日（火） 

２３日（金） 

 

期末考査① 

期末考査② 

期末考査③ 

期末考査④ 

期末考査⑤ 

終業式 

１月 

１日（日） 

９日（月） 

１０日（火） 

１１日（水） 

２７日（金） 

 

元日 

成人の日 

始業式、1.17追悼行事 

課題考査 

総合学科発表会 



古文 B② 

２単位 

（コース①） 

・教科書『源氏物語』「光る君誕生」 

    「売油翁」 

・体系古典文法学習ノート敬語①～④ 

・古典速読トレーニング１～３、15 

・古文単語 315 敬語 p.226～p.243 

・体系古典文法小テスト範囲 

 第４回～第８回 

ノート 

体系古典文法学習ノート 

日本史 B 

教科書：P86～P121(8 行目) 

一問一答：P68～P89 

該当範囲の配布プリント・資料集 

モノグサ学習範囲 

小テスト未受験者は、考査ま

でに岡本まで来ること 

世界史 A 
教科書 P156～P167／P172～P173 

復習プリント№１～№３  

ノート提出（プリントを貼る）

は担当の先生の指示に従うこ

と 

世界史 B 

・教科書Ｐ90 24 行～Ｐ127 22 行 

・ワーク 39 番～53 番＊40 番を除く 

・一問一答１８～２３の 6 番 

ノート提出（プリントを貼る）

は担当の先生の指示に従うこ

と 

日本史 A 
①教科書：P126～153 

②配付プリント 

考査範囲のノートを試験当日

に提出（配付プリントは貼る） 

地理 B 

①教科書：P136～167 

②COMPLETE：146～194 

③サクシード：78～95 

④配付プリント 

考査範囲のノートとサクシー

ドを試験当日に提出（配付プ

リントはノートに貼る、サク

シードは答え合わせまでや

る） 

数学Ⅱ④ 

（４単位） 

（コース①②） 

教科書 p.130～188（加法定理，指数関数と対

数関数，微分係数と導関数） 

4 プロセス数学Ⅱ完成ノート【三角関数，指

数・対数関数】p.39～ 

4 プロセス数学Ⅱ完成ノート【微分法と積分

法】～p.19 

考査対策プリント４編（両面印刷２枚） 

考査対策プリント・完成ノー

トを考査当日提出。 

その他は各担当の指示に従う

こと。 

数学 B 

(コース①②） 

教科書 p.72～96（数列） 

4 プロセス数学 B 完成ノート【数列】～p.63 

考査対策プリント 

考査対策プリントを考査当日

提出。完成ノート、その他は

各担当の指示に従うこと。 

数学Ⅱ③ 

（３単位） 

（コース③） 

・教科書 

p.125～127,129～130(ただし半角の公式は範囲外),131

～133 

p.140～145 練習７,146～149,151～160 

・Study-Up ノート 

p.96～97 練習 239～242 (*1) 

p.98～99 練習 245～248 (*2) 

p.100～101,106～122 練習 308,309 は除く (*3) 

(*1) 15°,75°,105°の sin, cos,tan,の

値を求めることができるようにしておくこと 

(*2) sinαまたは cosαの値から 

sin2α,cos2αの値を求めることができるよ

うにしておく 

(*3) 300,301 は(3)を除く 

考査前の課題プリント 

化学 

（理系） 

●教科書ｐ68～ｐ83 

●セミナー化学ｐ126～135 

ただし、237 番と 238 番は除く。 

●配布したプリント 

※一部，中間考査と範囲が重

なります。 

提出物は授業用のノートの

み。 

考査のあった日、化学室前の

棚の上に出席番号順に置いて

おくこと。 

物理基礎 

・教科書 pp.95,96 pp.138～179 

（発展のページは除く） 

・リードα 第 14、17 章 

（基礎 CHECK、基本例題、基本問題） 

基本例題 28、基本問題 118，119、 

リードαの第 14、17 章をリー

ドα用ノートに解き、添削し

て考査日に物理教室前に提

出。 

生物基礎 

・教科書 p.119～152 

・問題集 

p.55～60、p.61⑮～㉒ 

 p.69～76（99,100 番は除く） 

p.80①～⑥ 

 p.81～82 の 107 番,p.88 の 122 番 

生物基礎の考査終了後 

問題集を各担当者まで提出 

 

英表Ⅱ② 

（２単位） 

be English ExpressionⅡ 

Lesson 9, 14（関係詞・仮定法） 

該当範囲の教科書、ワーク、プリントすべて 

ワークを提出すること。 

※指示がなければ考査当日で、担当者

からの指示があればそれに従うこと。 

英表Ⅱ③ 

（３単位） 

（コース②） 

① be English ExpressionⅡ 

Lesson 9, 14（関係詞・仮定法） 

該当範囲の教科書、ワーク、プリントすべて 

② 超頻出ポイント 

Chapter 03,04,06,08 

該当範囲のテキスト、プリントすべて 

 

ワークを提出すること。 

※指示がなければ考査当日で、担当者

からの指示があればそれに従うこと。 



コミュ英Ⅱ 

・Lesson 5 Part 1～4 

上記範囲の教科書・ワーク・プリントすべて 

・Interview Test 中の課題冊子 

ワークブック：各担当者の指

示に従うこと 

総合英語 

・Tetra3 問題集 P42 – 51(UNIT 12 Reading ま

で) 

・提出ノートも同範囲 

・Speaking Test 中の課題冊子 

・はば単明南 76th バージョン 

No.601 - 800 

提出ノートを提出。 

（担当者の指示に従うこと） 

科人（発展） 

教科書ｐ１１０～ｐ１２３ 

ｐ６４～ｐ６７、ｐ７３の⑤と⑥ 

ｐ７４～７７、ｐ９０の①と② 

ネオパルノート：ｐ３０～３１， 

ｐ３４～３５、ｐ４８～ｐ５３ 

配布したプリント レンズも含む 

ネオパルノートのみ。提出場

所は全員化学室前の棚の上

に。提出日は考査のあった日。 

科人（標準） 

教科書：ｐ６４～６７， 

ｐ７３まとめ問題⑤と⑥ 

ｐ７４～８０，ｐ９０まとめ問題①～④まで 

ｐ１１４～１１５， 

ｐ１２２まとめ問題③ 

ネオパルワーク：ｐ３０～３１, 

ｐ３４～３７ 

ｐ５０（８）まで。 

ｐ５１の８まで 

・凸レンズによる「像の作図のプリント」 

・「レンズの公式」のプリント 

 

ネオパルノートのみ。提出場

所は全員化学室前の棚の上

に。提出日は考査のあった日。 

科人（基礎） 

・教科書 p.64～67、73 の⑥、⑦     p.110～

p.123 

・問題集 p.30～p.31、p.48～p.53 

科学と人間生活の考査終了後 

問題集を各担当者まで提出す

ること。 

現代評論入門 

『はじめての評論文 20 選』13 14 15 16 

17 

 

 

中国語Ⅰ 

方角・地図の読み方プリント、経験を尋ねるプ

リント、期末対策プリント、教科書＆別冊問題

集 第 6・8・9・10 課 

 

財務会計 2 級の範囲 
詳しくは授業中に指示。 

※ 電卓を忘れないこと 

簿記 

①2 級の仕訳（約束手形、手形貸付金・手形借

入金、有価証券、個人企業の引出金、現金過

不足、当座借越） 

②3 伝票 

③帳簿類 

詳しくは授業中に指示。 

※ 電卓を忘れないこと 

原価計算 

・組別総合原価計算、工程別総合原価計算、総

合原価計算における減損・仕損の処理、副産

物・作業くずの処理 

・直接原価計算、・標準原価計算 

詳しくは授業中に指示。 

※ 電卓を忘れないこと 

生活と福祉 

教科書 p.38~p.43  p.94~p.95 

p.102~p.112 

ノート 

p.17~p.19 p.44①②③ p.45~p.46 

移乗介助 更衣介助 車いす 手話 

授業で指示します 

生活産業基礎 

教科書、ノート（保育、住生活分野） 

外部講師による授業内容も含む 

詳細は授業で指示します 

 

医療入門 
詳細は授業中に指示します。(二学期の講義内

容全部です。) 
 

保健 教科書 p.76～p.99 ノート p.68～p.91 各担当の指示に従うこと。 

 

提出物は期日を守りましょう！ 

計画を立てて勉強しましょう！ 

２０２２年最後の考査です、頑張りましょう！ 

 

年次通信は本校 HPでも閲覧可能です。パスワードは「Team76」（半角）です。 


