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文責：永原 益穂 

中間テストに向けて 

６月１０日（金）には、中学校に入学して初めての中間テストがあります。１年間に定期テス

トが４回（前期中間・期末、後期中間・期末）、実力テストが２回あり、そのうちの１回目が今

回、行われることになります。中間テストの５日前は部活停止となり、その時間をテスト勉強に

しっかり費やしてと思います。本日３１日（火）の６限の時間を使ってクラスごとに担任から、

テストに向けての心構えなどを話して、テスト計画表と範囲表を配布しました。生活ノートに貼

って記入し、担任も毎日、取り組みの様子をチェックできるようにしています。小学校と比べて

テストの内容が違い、範囲も広いので戸惑うこともあると思いますが、テスト範囲表をしっかり

見て対策をして臨んでください。また、各教科担当から授業の中で学習のポイントなどが話され

ることもあります。よく聞いて教科ごとに学習方法を考えて取り組んでください。まずは、各教

科の課題に取り組み、期限を守って提出できるようにしましょう。そして、２回目、３回目と繰

り返すことができれば、思った通りの成果が出ると思います。また、保護者の方にも範囲表を見

ていただきたいと思い、この通信の中にも載せています。ご家庭でも、学習の様子をみていただ

き、励ましの言葉をかけてほしいと思います。 

 

運動会練習を頑張っています 

運動会練習が始まりました。縦割り活動では、リレー、大玉、綱引きの３つのどれかの種目を

選んで、先輩方と協力して練習に励んでいます。その様子を紹介します。 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

第１学年・学年通信 



役員氏名 生徒名 役員氏名 生徒名 役員氏名 生徒名

１A 米原　睦美 凜 熊谷　千尋 伊織 梅林　亜紀 杏柚奈

１B 岡　泉 誠志郎 森　真悟 仙太郎 横原　淳子 悠人

１C 陣在健太郎 武流 川内　大輔 響平 細川　敬子 大輝

１D 丸山　峰雄 稜太 平田　茜 実弥子 角脇　榮治 一仁

クラス 役員氏名 生徒名 役職

１C 淺井美奈子 晶斗 幹事

１C 山中　達郎 咲季 会計

１C 松浦　聡子 拓真 研修部長

１A 梅林　亜紀 杏柚奈 学年長

１B 岡　　泉 誠志郎 副学年長

１D 丸山　峰雄 稜太 副学年長

文化部 研修部

令和４年度　教育懇話会　第１学年役員一覧（敬称略）

生活部

 

 

学年目標が決まりました！！ 

 

正副室長会で何度も話し合いを重ねて、学年目標が 

「Ｆｌｙ ｈｉｇｈ」に決まりました。このＦｌｙ 

ｈｉｇｈには、高く飛ぶ、大志を抱く、繫栄するという 

意味があります。一人一人が、学習や部活動などにおいて 

自分の立てた目標に向かって努力し、皆と切磋琢磨しながら 

自分を磨き、個人はもちろん集団としても大きく成長して 

ほしいと思います。 

 

  

 
懇話会の役員の方々を紹介します 

 
 ５月１２日（木）に行われた懇話会役員会で、第１学年の役員が決まりましたので紹介しま

す。ここ近年、様々な行事が規模を縮小して行われたり、また時には中止になったりしていまし

たが、今年度は、今のところ学年の集いを含めて、行事を行う予定にしています。役員の方々に

は大変お世話になります。よろしくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和4年6月10日（金） 鳥取大学附属中学校第1学年

教科名 テスト範囲 学習のポイント 提出物・提出日など

6限 学活

◎授業で使用した教科書問題・
　 発展応用問題プリント
　  【正の数・負の数】No.1～18
　  【文字の式】No.1
○教科書P10～61
○新中学問題集P10～48
・論理的思考力を高める問題
　（発想力、正方形の問題のみ）

・数の大小、絶対値
・正の数、負の数の加減乗除
・数の集合、符号の判定、小さい順

・自然数、素数
・素因数分解、ある数の２乗
・最大公約数と最小公倍数
・利用の問題（基準、前回と比べて）

・総合問題①②
・文字式のきまりで表す

○新中学問題集　P32～48
　丸付け、解き直しをして提出。
→テスト終了後の最初の授業で
　提出する。

・教科書　　　　P8-P45
・Keyワーク    P8-P45
・新中問題集  P8-23

　リスニングテストも出題します
　 (KeyワークP166～168）

〔提出物と提出日〕
●新中問題集　6/6（月）
　　本誌に直接書き込む
　　朝学活で回収→提出

●Keyワーク　　6/10（金）
　　本誌に直接書き込む
　　終学活で回収→提出

※丸付けをして提出

〇定着するまで問題集を繰り返し
やりましょう。
〇地図の読み方や年代の表し方
などの技能も復習しておきましょ
う。

★テスト当日、15分間のみ地図
帳の持ち込み可。

6月9日の授業で必修テキスト
（地理・歴史）をチェックします。○
付けをして準備しておく。

テストまでにしておくこと
①書き取り練習
　・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ（大文字・小文字）
　・自分の名前
　・教科書に出てきた単語・本文
②音読練習、内容理解
　・POINTの英文（P18,24,30,38,42)
　・教科書本文　（P20,26,32,40,44)
　を何度も書いたり読んだりする

〔観察道具の使い方〕
　○教科書後ろの頁Ｐ➓,⓫
〔植物の特徴と分類〕
　○教科書Ｐ2-33
〔問題集:Winning・たの理〕
　●たの理 P8-21
　●Winning P4-23

○教科書の内容をよく理解しておく
 ３度読み(サッと、じっくりと、ポイント
読み)を参考にしてください。深い理
解に結び付けよう。
○授業で習った内容（ワークシートな
ど）の見直しもしておこう。
○問題集の範囲を示しましたが、
ページがとんだ所に範囲の問題があ
ることがあります。そこもできるように
しましょう。

〔テスト日提出〕
●たの理本誌
●Winning専用ノート

※理科係に提出します

初めての定期テストです。計画的に取り組みましょう。

第１学年　前期中間テスト範囲表

３限

４限

５限

社会

国語

理科

英語

数学

１限

２限

地理：教科書p.２～１３
　　　　白地図p．７～８
　　　　アドバンス　本誌ｐ．２～８
　　　　必修テキストｐ．４～１５

歴史：教科書ｐ．６～９、ｐ．２０～３５
　　　　必修テキストｐ．4～１９

その他：授業で扱ったこと

【長文読解】
「風の五線譜」「話し方はどうかな」
「オオカミを見る目」
【言語】
・「皆」～「汰」
・言葉の単位（文節・単語）
【ワーク】
●Keyワーク
P.8～P.15、P.22～P.23、P.43～P.51
●中学国文法
P.2～P.5

○教科書をよく読んでおく。
○Keyワークで問題を解いてしっか
り理解する。その際、授業用ノート
の見直しをする。
○漢字は範囲の漢字を使った熟
語を書けるように、辞書等を用い
て勉強をする。（教科書の漢字は
書けて当たり前）普段から楷書で
書くようにする。

「Keyワーク」
丸付けと直しをし、できた人から
提出

最終締め切りは
６月１０日（金）１８：００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/31 火 テスト範囲表配布 20 月 振替休業日

6/1 水 開学記念日（休業日） 21 火

2 木 東部総体 22 水

3 金 東部総体 23 木 歯科検診、部活動なし　　　　

4 土 　　 24 金

5 日 サマーブラスコンサート 25 土

6 月                      部活動なし 26 日

7 火                      部活動なし 27 月 学級会、生徒委員会

8 水 職員会　　　　　     部活動なし 28 火

9 木 縦割り種目練習　　   部活動なし 29 水 部活動なし

10 金 前期中間テスト 30 木 専門委員会

11 土 東部総体(野球･サッカー)

12 日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13 月 　

14 火 　

15 水 総練習、部活動なし

16 木

17 金 運動会前日準備、部活動なし

18 土 運動会、弁当必要、部活動なし

19 日

【７月行事予定（主なもの）】

　　  　　 2(土) 教育研究大会
　  　　　 4(月) 振替休業日
  　6(水)～8(金) 教育相談
　13(水)～15(金) 前期懇談
        　17(日) 県総体(新体操)
      　  20(水) 授業最終日
    　    21(木) 夏季休業（～8.28）
　23(土)～26(火) 県総体(各種競技)
  　      31(日) 県吹奏楽コンクール

６月の行事予定表について 

６月２日（木）、３日（金）には東部総体が行われます。参加する人は、部活動ごとで集合場

所と集合時間が違いますので確認をしておきましょう。また、東部総体に参加しない人は、学校

に来て、自習をすることになっています。テスト範囲表を見ながら自分でどの教科を学習するか

準備をしておきましょう。両日とも１１：０５が下校時間です。部活動がある場合は、弁当が必

要となります。これも部活動ごとですので確認をしておいてください。 

 

６月の行事予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「部活動なし」と書かれていない平日の日は、部活動ありになります。 
 


