
 

 

来週の授業日課 

いよいよ明日は、職場体験学習！ 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  予  定  な  ど 連 絡 な ど 

１９ 土 
・香取神宮小中学校児童生徒書画展覧会（～24日） 

・県ＰＴＡ研究大会（東金文化会館） 

 

２０ 日 ・県中学校新人剣道大会【男女個人戦】（成田高校）  

２１ 月 

・学力強化週間（～２５日→７時間目の補充学習あり 

・国語＝漢字小テストP50～51 

・放課後の諸活動停止（～２５日） 

つどい終了１４：２５ 

２２ 火 ・拡大評議会 補充学習終了１６：０５ 

２３ 水 
・勤労感謝の日 

・香取神宮奉納剣道大会（佐原中） 

 

２４ 木 
・期末テスト（国数英） 

 

補充学習終了１６：１５ 

２５ 金 
・期末テスト（理社） 

 

つどい終了１５：４０ 

２６ 土 
・県中学校新人剣道大会【団体】（木更津市民体育館） 

・県中学校ソフトテニスＵ１３大会（東総運動場） 
 

２７ 日 
・県中学校新人剣道大会【団体】（木更津市民体育館） 

・県中学校ソフトテニスＵ１３大会（東総運動場） 
 

 
２１日（月） ２２日（火） ２３日（水） ２４日（木） ２５日（金） 

２A ２B ２A ２B ２A ２B ２A ２B ２A ２B 

１ 数学 国語 社会 数学  学活 学活 理科テスト 

２ 保体 国語 社会  国語テスト 社会テスト 

３ 理科 社会 技術 理科  数学テスト 美術 英語 

４ 国語 理科 技術 英語  英語テスト 国語 美術 

５ 英語 学力 理科 技術  英語 国語 英語 国語 

６  英語 技術  S  Ｓ 

７  学力 理科  学力向上  
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【来週の予定・連絡】7:50 入室完了 7:55着席完了 8:00 読書開始    最終下校 17:00  

 

下校時間 
11 月後半～１月末日 16:30 
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本日、学年集会を開き職場体験学習について最終確認をしました。別紙記載の時間に遅刻するこ

とのないよう、余裕をもって集合しましょう。社会人の基本は時間を守ることです。そのうえで、

大きな声で挨拶をし、指示されたときにはしっかりとした返事をするよう伝えました。それぞれの

事業所で学ぶことは様々ですが、「時間」「挨拶」「返事」を大切にすると相手も気分よく、より多

くのことを教えてくれるはずです。帰宅後は、記録用紙に気付いたことや、体験を 

通して気付いた自分の良いところをしっかりと書き留めておきましょう。 

来週は、その記録をもとにお礼状や新聞を作成していきます。 

 

訂正版 

つどい終了時刻などを最新情報に訂正いたしました。また、香取神宮書画展覧会

の出品情報を追加しましたので御確認ください。 

 ◆香取神宮小中学校児童生徒書画展覧会開催！◆  

（展示期間 11/19(土)～24(木)の６日間） 

書写の部 神﨑敦司 山口七聖 金澤珠李 山崎蒼馬 

図画の部 飯田大翔 椎名樹里 神﨑敦司 塚本妃伽梨 

２年生からは、延べ８名の作品が上記の期間香取神宮香

雲閣にて展示されております。いずれも力作ぞろいですの

で是非足を運んでご覧いただければと思います。 



 
 

 ２学期の通知表の評定に直結するだけに、すごく重要なテストです。 
１学期の中間、期末テストや通知表で思うような結果を残せなかった人は、 

        ２学期の最後のばんかいのチャンス！ 

今回はテストに臨む「考え方（意識）」と「具体的実践の鉄則」を再確認して 

みましょう。ちょっと耳を傾けてみて。 

 

 考え方： 定期テストは、「特別なもの」。すべては「事前の準備」で決まる  

 テストはふだんからあるわけではなく、「特別なもの」です。部活動で言えば「大会やコンクー

ル」と同じで、めったにあるものではありません。「特別な日」を迎えるには、 

それなりの心構えと準備が必要です。 

部活動でたとえてみましょう。 

「大会やコンクール」では良い結果を出そうと、直前の練習にふだんより 

熱を入れるはず。「テスト」もそれと同じです。 

良い結果を出すには（日ごろの努力はもちろん）直前の学習にふだんより 

熱を入れる必要があります。 

 「直前の学習」はテスト範囲が出される「テスト前２週間の期間」にあたります。 

この「テスト前２週間」は、大会・コンクール直前と同様に「目の色を変えて最高の準備をする

時期」ですから、「ふだんの日」と家庭学習の取組や生活が同じであってはダメです。 

 

 

【テスト当日の鉄則!!】 
 鉄則① 取れる問題を確実に取る！  

 実際テストになれば分からない、解けない問題も必ず出てきます。分からない問 

題があるのは仕方がありません。その分、「取れる問題は確実に取る」ことを心がけ 

よう。（たとえば、バレーボールのように、相手の強烈なスパイクは止められなくても 

ゆるいスパイクや打ち損じのボールは確実に拾って攻撃につなげるイメージ） 

そのためにもケアレスミス（ちょっとしたミス）は極力防ぎたいものです。問題の見直し、解答

欄の書き間違いはないか、誤字脱字はないか、記号で答えるのに言葉で答えてないか、など注意深

く見てミスを防ぐこと。ミスを防ぐだけで１問５点は確保できます。５教科合計で２５点ものアッ

プもあり得ますよ。 

 

 

 鉄則② ワークなどの提出物の「期限厳守」は絶対！  

 期末テストの結果は、通知表の評定に大きくかかわることは前述したとおりです。しかし、通知

表の評定は、テストだけでは決まりません。テスト結果の他に、「授業態度」・「提出物（宿題やワー

ク、作品など）」 

が判断材料になります。テストの点数がもう一つでも、授業態度も真剣で、提出 

物も確実な人は、それなりに評価されますし、逆にテストが良くても、授業態度 

や提出物が良くない人は、伸び悩みます。 

 結論から言うと、授業態度はもとより、「ワークなどの提出物を期限どおりに 

出す」ことは絶対条件！ 

１学期を上回る自己最

高得点（自己ベスト）を

取れるように頑張る

これ、かなり大事！ 

期末テスト迫る！！ 
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電話番号 お世話になる事業所 活動時間 持ち物・服装等 人数 体 験 生 徒 

0476-96-4023 
チハマさん 

大栄消防署下総分署 9:30～
15:00 

体操服、着替え、タオル、弁当、水筒 ２名 関 玲奈、園部莉音 

0478-72-2114 
椿さん 

神崎町役場町づくり課 9:30～
14:30 

動きやすい体操服、きれいな運動靴、筆記
用具、メモ帳、弁当、水筒 

１名 山口七聖 

0478-72-2810 
飯田さん 

米沢保育所 8:30～
16:00 

ｼﾞｬｰｼﾞ、筆記用具、メモ帳、ハシ、白米ご飯か
食パン、着替え、水筒 

３名 椎名樹里、石井舞奈、藤ヶ﨑琴美 

0476-96-1001 
曽根さん 

成田ゆめ牧場 10:30～
15:30 

ジャージ(下は必ず長ズボン)、長靴、弁当、
水筒、タオル、マスク、メモ用紙、筆記用
具、検温ｼｰﾄ 

３名 椿 悠雅、仲本大翔、山崎蒼馬 

0478-72-1139 
イソベ店長 

ミニストップ神崎郡店 9:00～
15:00 

弁当、水筒、動きやすい服装、元気な返事と挨
拶 

２名 椿 希彩、松浦愛叶 

0478-72-1012 
横田店長 

ヤックス神崎店 9:00～
15:00 

弁当、水筒、メモ帳、制服はお店が用意 ２名 武田夏葵、糸山裕行 

080-4370-8585 
東川さん 

道の駅 生鮮野菜「新鮮市
場」 

9:30～
15:30 

（４店共通） 
エプロン、動きやすい服か体操服、タオル、
筆記用具、弁当、水筒 
（「はっこう茶房」は三角巾も必要） 

１名 大竹悠生 

ファミリーマート 9:30～
15:30 

３名 藤﨑瑛大、小堀煌明、椿洋夢 

喫茶＆パン店「はっ
こう茶房」 

9:30～
15:30 

４名 寺内琴音、古野亜弥、浦野若奈、 
仲野亜美 

発酵専門店「発酵市
場」 

9:30～
15:30 

２名 伊藤雅人、飯田大翔 

0478-79-5757 
池田さん 

Chigusa 洋菓子店 9:30～
15:30 

小ざっぱりしたズポン、エプロン(なければ
貸していただける)、タオル、ペン、メモ帳、
アクセサリー× 

２名 髙城 桜、三好杏奈 

0478-72-3713 
草刈さん 

リッツヘアーデザイン 9:00～
15:00 

エプロン、水筒、メモ帳 １名 長谷川壮汰 

0478-72-4031 
高内さん 

神崎町社会福祉協議会 9:00～
15:00 

ジャージ、エプロン、三角巾、上ばき、マスク、

髪はしばる、弁当、水筒 
２名 金澤珠李、上野沙月 

0478-72-2221 
寺田さん 

寺田本家 9:00～
15:00 

エプロン、手ぬぐい、歩きやすい靴、寒くな
いような上着(ダウン不可) 、弁当、水筒 

２名 吉澤寧花、神﨑敦司 

0478-72-2327 
椿さん 

立峰農園 9:00～
15:00 

帽子、タオル、汚れてもよい服、着替え、手首
まで隠れるような長めのゴム手袋、あれば
長靴、弁当、水筒 

３名 加藤慎吾、石塚洸惺、山﨑舜天 

0478-72-3403 
千葉さん 

リトルフォレストゆうゆう 9:00～
15:00 

ハンカチ、マスク、弁当、水筒 ２名 塚本妃伽梨、井上こころ 

080-1334-1515 
牛島さん 

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾋﾞﾚｯｼﾞこうざき 9:00～
15:00 

汚れてもよい服、動きやすい靴、タオル、
ウェットティッシュ、弁当、水筒 

２名 黒木明芽杜、栁町葵奈 

 ＊現在、活動時間や持ち物等を確認中の事業所もありますので、上記の内容が多少変更になる場合もあります。各事業所とも名札を忘れずに。

職場体験場所が決まった！秋の陣 ＊各御家庭でもお子さんの体験事業所、 

日程等を御確認ください。    （太字は班長） 



 


