○配布「夏休みの生活について」を
読んで、きまりや注意について家族
で十分話題にしてください。

・夜間の外出・友人宅泊はダメ
・交通事故・水の事故に注意
・地域の行事への参加
夜９時には帰宅させてください
●携帯・スマホ・タブレットについて
そのつかいすぎ、ネット上での中傷や個人
情報の流出、有害サイトへのアクセスなどは
絶対しないよう，注意をお願いします。

○休暇中に、本人や家族の中に、
緊急のことがあれば、担任また
は学校にご連絡ください。
( 学校（０８６５）６６－０８３１
笠岡警察署 ６３－０１１０

８月２１日 全校登校日
《予定》作業の後 ９：１０～
健康チェック 課題提出
他の宿題の状況を確認
１０：００ごろには下校

《持ってくるもの》
□ 洗った上履き

●交通手段やルート､到着まで
の時間を確認しておくこと。
余裕をもって出発し、受付時間に
遅刻しないこと。

●金浦中生徒としてふさわし
い行動をとること。
勝手な行動や態度は、他の生徒に
迷惑をかけることになります。
金浦中学校の生徒として自覚をも
って参加すること。

夏休み 水 やり 当 番
当番日に8:30集合
服装・時間
●集合場所：北棟１年昇降口前
●集合時間：朝：８:30
（日直の先生が出欠確認します）
●内容：花などへの水やり
玄関・トイレ等の清掃など
（雨天も作業があります。）
●服装：体操服でもかまいません。
●その他・注意点
・欠席する場合は、あらかじめ
学校に欠席連絡をする。無断欠
席はしないこと。欠席の場合、
次に参加でき
る日を確認す
ること。

夏休みの課題一覧表

中学校最後 の夏休 みを意味 のあ るも のにしよう。

８月２１日（火）作業後
各教室に着席

原則、服装は制服で参加すること。

２０１８年
７月１０日(火)
第 ３３ 号 夏休み特別号

ふ

全校登校日は、

●服装･頭髪などの身だしなみ
をきちんとして参加すること。

学年だより「紡」

よ

＊小雨決行ですが、雨天延期になる場合、決定
は朝６時に行い、学級連絡網・緊急配信メール
で連絡します。当日中止の場合は８:２5に登校。

上履き（シューズ袋）と筆記用具
の他に、部活動体験には体操服と用
具などが必要なこともあります。参
加申し込み時のリーフレットに書い
ているので忘れないこと。

つむぐ

三十八日間 の最後 の夏休 み。夜 更か しを

《持ってくるもの》帽子、軍手、タオ
ル、手ぐわ、水筒の用意。（持ち物
に記名）作業は約1時間。

●高校ごとの日程や準備物を
確認すること。

せず、朝はち ゃんと決ま った時間に起き る。

朝礼台前・背の順に整列・保護者後ろ。草刈
り機をお持ちの方は玄関前。

紡

もし、特別な理由で参加できない
場合は、中学校（６６－０８３１）と高等
学校に必ず連絡すること。

そ して、 一日を意味 のあ る 一日にしよう！

スッキリ気持ちよく２学期を
迎えるために校舎・周辺をみん
なでキレイにしましょう。
８月２１日は７：２５までに体操
服で登校し、荷物を教室に置いて
グラウンドに集合します。

●病気などの特別な理由を除
き、必ず参加すること。

家族 の中 で役割をもち、 手伝 いをす る。

ＰＴＡ奉仕作業
８月２１日（火）７：２５までに登校
７：３０グラウンド集合

服装・時間

自分から進ん で勉強をが んば る。

くや

１学期に悔しい思いをした人、2
学期までになんとかしたいと思った
人、夏休みに分からないところに気
づいた人に、先生たちも思いは同じ
です。特に数学、英語を中心にパワ
ーアップの力づけをします。また、
課題をやっていてわからないところ
があったら先生が助けます。
（注意すること）
●教材は用意します。
また、質問するもの
も用意してください。
●日程・時間の変更、
場所については職員室前に掲示しま
す。予め前日までに確認してください。

参加についての注意事項

夏休 みだから でき る何かに挑戦す る…

場所は職員室前に掲示

７月１９日（木） 学・１学期終業式
７月２０日（金） 夏季休業日(～８月２６日）
海外交流事業受入10:00 すみれ会夏祭り17:00
& 図書館開館日9:00～12:30・13:30～15:30
７月２１日（土） 県総体(陸上･ソフトテニス･バドミントン)
□商大附OS □銀河学院OS
７月２２日（日） 県総体(陸上･ソフトテニス･バドミントン)
７月２３日（月）
県総体(陸上･サッカー･バレーボール･ソフトテニス･柔道)
& 図書館開館日9:00～12:30・13:30～15:30
７月２４日（火） 県総体(サッカー･バレーボール･卓球･柔道)
◆学習相談日(英語)①9:00～
７月２５日（水） 県総体(サッカー･卓球･バレーボール)
◆学習相談日(英語)②9:00～
□鴨方OS
７月２６日（木） 県総体(野球)
□玉島商OS
７月２７日（金） 県総体(野球)
□矢掛OS
笠岡市平和祭･人権教育講演会(市民会館)
７月２８日（土） 県総体(野球･テニス) 笠岡花火大会
チャレンジCソフトテニス大会
７月２９日（日） 県総体(野球・テニス)
カブトガニ海岸清掃
□金光学OS
７月３０日（月） 吹奏楽コンクール地区大会(岡山)
□おか山陽(製菓)OS □岡山工OS
& 図書館開館日9:00～12:30・13:30～15:30
７月３１日（火） □井原(家園)OS □笠岡OS □岡山工OS
かさおかイングリッシュ･キャンプ(笠岡総合体育館サブＡ)
８月 １日（水）
□笠岡商OS □井原(普)OS
８月 ２日（木）
□笠岡商OS □笠岡工OS
８月 ３日（金）（午前部活なし）
□笠岡工OS
８月 ４日（土） 陶山地区ふれあい祭り 用之江祭り
□高梁日新OS □興譲館OS
８月 ５日（日）
８月 ６日（月）
& 図書館開館日9:00～12:30・13:30～15:30
８月 ７日（火） （部活なし）
８月 ８日（水） ◆学習相談日(数学)9:00～
８月 ９日（木） ☀8:３０水やり(3A)
８月１０日（金） ☀8:３０水やり(3A)
カブトガニ保護少年団夏季研修会13:30
８月１１日（土） 山の日
８月１２日（日） 県吹奏楽コンクール(倉敷)
８月１３日（月） （学校閉庁日）
８月１４日（火） （学校閉庁日）
８月１５日（水） （学校閉庁日）
８月１６日（木） ☀8:３０水やり(3A)
＊｢かさおかサマーチャレンジ｣学習支援事業17日･23日(３回)
9:30～11:30(教育委員会会議室他)
８月１７日（金） ☀8:３０水やり(3A)
８月１８日（土）
８月１９日（日）
８月２０日（月） ☀8:30水やり(3B)
& 図書館開館日9:00～12:30・13:30～15:30
８月２１日（火） ＰＴＡ奉仕作業7:30～8:50
全校登校日 ～10:00 漢字検定
◆学習相談日(数学)②10:00～
８月２２日（水） ☀8:３０水やり(3B) □商大附OS
８月２３日（木） ☀8:30水やり(3B) (奉仕作業予備日)
８月２４日（金） ☀8:３０水やり(3B)
◆学習相談日(数学)③9:00～
８月２５日（土）
□おか山陽OS □暁の星女OS
2018私学フェアおかやま(岡山国際交流Ｃ)
８月２６日（日） □おか山陽OS □龍谷OS □倉敷OS
ワコー杯大会（ソフトテニス･野球）
８月２７日（月） ２学期始業式+(第2回)復習テスト

オー プ ン ス クー ル

それは楽 ではな いが意味 のある夏休 みにな る。

「夏の学習相談日」

夏休みの

金浦中学校 三年生

■保護者の方へお願い

提出日

国語 ワーク「ぎゅぎゅっと総まとめ」
（P２～P８９のA問題のみ）
8月２７日
読書感想文
8月２１日
課題作文
8月２１日
社会 「地歴の総復習」（書き込みノート）8月２７日
「児童虐待防止」啓発ビデオ作品応募(希望者)
数学 ワーク「夏の補充学習」 8月２７日

２学期 始 業 式 は、

８月２７日（月）８：２５
各教室に着席

８月２７日 ２学期が始まる

理科 ワーク「夏のスタート」 8月２７日
用語カードシート（青色） 8月２１日
ワーク（理科の自主学習）P13～19
8月２１日
マイペース(本誌 P42～65)を
→スタディノートにして、ノートを提出 8月２７日

《予定》朝の会(課題回収)清掃
体育 男:1日１回は体を動かす｡スポーツイベントを観る
① 始業式
女：１日1回、ロックソーランを踊る
② 復習テスト（国語）
③ 復習テスト（数学）
音楽 「能」「狂言」「文楽」「歌舞伎｣のうち
④ 復習テスト（社会）
１つ選びレポート(詳細別紙参照）９月３日
給 食・昼休み
家庭 家庭のお手伝いを積極的に行おう
⑤ 復習テスト（英語）
⑥ 復習テスト（理科）
美術 水彩画かポスターのいずれか 8月２７日
（放課後） 委員会
英語 ワーク「サマーアプローチ」 8月２７日
《持ってくるもの》
□ 通知表
●ワーク等は８月２１日(火)までに、分からなけ
□ レジ袋２枚
れば教科書やノートを見ながら、まず自分でやり
□ ぞうきん２枚
□ 成績のあゆみ(まだの人） ぬきましょう。いずれも答え合わせ、点検と見直
□ 上履き（登校日に忘れた人） しをして、提出日に必ず提出しましょう。
□ 夏休みの生活ノート
8月２７日(月)に第２回復習テストを実施しま
□ 課題 （右表のもの）
す。
「出題項目と内容」をもとに、準備をしよう。
□ エプロン(給食当番)

