
 
 
 
 
 
   歌川広重の浮世絵（鐘坂と鬼の架橋） 
 

球技大会、２年生が３種目で１位獲得！ 
男子ソフトボール １位 ２年４組  ２位 ３年１組 

男子バレーボール  １位 ３年６組 B   ２位 ３年５組 

男子サッカー  １位 ３年３組   ２位 １年５組 

女子バスケットボール １位 ２年１組  ２位 ３年５組 

女子バレーボール １位 ３年６組  ２位 ２年４組 

女子サッカー  １位 ２年５組 A ２位 ３年２組 B 

 

「ビブリオ・バトル」学年大会 
 昨今、若い人の読書離れが叫ばれていますが、少しでも本を開く習慣をつけてもらおうと「朝読」の時間を

設定しています。せっかくですから、みんなが読んでいる本を紹介し合うために、初の試みとして 7 月 13 日

(金)に 2 時間使ってクラス全員が「ビブリオ・バトル」をしました。そこで見事勝ち抜いた 6 名が、7 月 19 日

(水)に「学年ビブリオ・バトル」で発表しました。どれも面白そうな本ですので、この夏にぜひ手にとってみてく

ださい。以下は長尾先生によるリポートです。 

１組・大城直也くん『男子の失言辞典』小山祐子＆ネットワーク小町著 

「男子の失言」がテーマの本だそう。状況ごとの解説やマニュアルも載って

いるこの本の中で、彼も共感したという部分を紹介。状況説明のロールプレイ

ングが面白く、熱演に会場は爆笑。具体的で「あるある」な発言例を挙げてく

れました。男子が「気付いてやったぜ」感とともに言いがちな「髪、切った？」。

そして、世の男子たちが一度は言われる（？）、発表者も悩んでいたこの発言、

「私と仕事、どっちが大事なの?!」。あなたなら、どう返す？ 

２組・横谷泰成くん『仮面病棟』知念実希人著 

「読み出したら止まらないランキング」１位に輝いたというミステリーを紹

介。普通のミステリーに比べると登場人物が圧倒的に少なく、話が分かりやす

いのが特徴だそう。「『最後に真実を突きつけるような結末』とは逆」で、「も

やもやしたものも残る…」けれども、どんでん返しもある、というラストとい

うのは、一体…？ 会場も興味を惹かれた様子でした。質疑応答ではタイトル

の由来が聞かれましたが、タイトルも重要だとか。ますます気になります。 

３組・大槻美優さん『ホームレス中学生』田村裕著 

「ふわっ」をどうしても体験せねばならない気にさせる、名プレゼン。「皆さ

ん、帰る家はありますか？」という唐突な質問から始まり、ある日突然家を無

くした男子中学生（お笑いコンビ「麒麟」の田村裕さん）の極貧物語が紹介さ

れました。お米を飲み込まずひたすら噛み続け、味がなくなっても噛み続けた

その先（「味の向こう側」）には、「ふわっ」と甘さがあらわれるそうで、発表者

も体験したとか。皆さん、一緒に「味の向こう側」へ行ってみましょう?! 
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４組・足立依深佳さん『世界から猫が消えたなら』川村元気著 

余命宣告された主人公は、悪魔から「世界から何かを一つ消すと、一日寿命が

延びる」と告げられるという不思議なストーリー。時代劇風に話す猫、お菓子の

「きのこの山」「たけのこの里」を気に入る悪魔、などディテールの紹介が面白

く、会場もほっこり。クライマックスは、猫を消すかどうかというところ。「主

人公がいない世界には生きていたくない」という主人公の飼い猫と、猫を消すの

をやめて死を覚悟する主人公。自分で結末を読んでみたくなるプレゼンでした。 

５組・栗下未来さん『リバース』湊かなえ著 

人気作家・湊かなえさんの、ドラマ化もされた小説を紹介。元々の装丁と、ド

ラマ放送後にリニューアルされた装丁との両方を会場に示し、小説を読んでいて

もドラマを楽しめる、ドラマ後にまた小説を読みたくなる、という相乗効果を熱

弁してくれました。ミステリーながら、「普段の自分とも重ね合わせて考えられ

る」からこの小説を選んだとのこと。伏線をすべて回収しきる、という湊かなえ

ワールドをぜひ体験してみてください。 

６組・采女穂乃美さん『星の王子さま』サン=テグチュベリ著 

ページをめくり、この本の魅力の一つである挿絵も紹介しながらのプレゼン。

（「王子さまはどんなふうにかわいいの？」という質問にも挿絵を活用！）物語

に登場するキャラクター達が面白く、高校生からは今の大人たちと重なって読

めるとのこと。そう言われると、「大人」になる前に読んでおきたくなりますね。

また、何種類もの翻訳があることがおすすめポイントだそうで、これは海外文

学ならではの楽しみ方。今回は新潮社の河野万里子さん訳での紹介でした。 

 

生徒会役員が決まりました。 

生徒会長  松本明日香 （3 組） 

副会長  舟川 叶夏 （1 組） ・ 久下  潤 （5 組） 
    書 記  古本 小夜 （1 組） ・ 岡田 逸誓 （6 組） 

   会 計  鈴木 賢都 （5 組） 

 

そして、２年生も１学期が終わりました。 
 今日、通知表が手渡されました。1 学期の成績を謙虚に受け止め、自分が長い夏休みをどう過ごせば

いいのかを考えてください。昨年も念を押しましたが、夏休みは決して「休み」ではなく、アクティブに学ぶ期

間ともいえます。自分を高めるような有意義な夏を送ってください。 

 来年の夏は受験生として過ごすことを思えば、今年の夏の大切さを感じずにはおれません。学生ですから

勉強はもちろんですが、部活動やボランティア活動、読書や自分の世界を広げる様々な活動を思いっきり

できる良い（最後の）機会です。オープンキャンパスにも行った方がよいし、海外研修や短期留学に行く人

もいます。経験が人間を成長させるとすれば、この 40日間をどう過ごすかで、同級生との「人間力」に差が

つくことでしょう（それを成長といいます）。くれぐれも勿体ない時間の使い方をしないように願っています。その

ために大事なのは計画を立てることです。予定を組んでいたら、動かざるを得なくなります。 

 ひと回り大きくなった皆さんと 2学期に出会えることを楽しみにしています。 

 

オープンキャンパスに行こう！ 
 「オープンスクール BOOK」「ワークブック」に載っているチェックポイントを意識して、比較するためにできるだ

け複数の学校を見た方がいいですよ。大学周辺の環境を見ることも大切です。そして夢を育てましょう。 



夏休み課題一覧（学習は計画的に） 
教科・科目 対象者 課題内容 提出日 課題考査 

国語 全員 

①『基礎現代文』ｐ60～77 
考査終了後 

課題考査は①～
⑤の範囲で実施 

②『基礎古典』p36～71 

③『新成現代文』１～3 後日指定する 

④『TOP2500』p124～143 
提出なし 

⑤『重要古文単語 315』p144～212 

数学 

知探 
①『チェックノート数学Ⅱ+B』p2～25、p41～46 

考査終了後 

課題考査は①の範
囲で実施 ②『チャート式基礎からの数学Ⅱ+B』別紙参照 

理系 
①『チェックノート数学Ⅱ+B』p2～25、p41～46 課題考査は「クリア」

240～309で実施 ②「クリアー」280～309 

文系 

(数 B選択) 

①『フォローノート数学Ⅱ+B』p2～17、p34～37 課題考査は①②の
範囲のうち数学Ⅱ
の内容で実施 

②『はぎ取り式練習ドリル数学Ⅱ』第 1 回～第 48
回のうち奇数回 

文系 

(数 B未選択) 

①『フォローノート数学Ⅱ+B』p2～17 
課題考査は①②の
範囲で実施 

②『はぎ取り式練習ドリル数学Ⅱ』第 1 回～第 48
回のうち奇数回 

英語 
全員 

①問題集 Wide Angle 

①のみ 9月 3日 
課題考査は②③の
範囲で実施 

②ターゲット 1900 番号 501～550 

③Scramble 問題番号 201～400 

1 組のみ Reading Farm（1 冊以上） 

世史 B 世 B選択者 
配布されたワークシート（課題考査の範囲は p37～
39、p49～51 を含む全範囲） 

初回の授業 
課題考査はマーク
シート型で実施 

日史 B 日 B選択者 課題プリント冊子（1 学期の復習） 考査終了後 実施 

地理 B 1 組理系・2 組 

①新地理要点ノート p4～37（解答を見ながら空欄
を埋める） 

①のみ提出。
初回の授業と
次の授業 

課題考査はマーク
シート型で実施 ②地理 10 分間テスト p7、9、11、13、15、17、19、

21、23、25 

物理 

1 組選択者 セミナー6・7・8 の基本問題 

考査終了後 

実施 

2 組選択者 
①教科書 p78～92 の問・例題・類題 

実施 
②セミナー4・6 の基本問題 

生物 
1 組理系 

2 組選択者 

①教科書 p95～122 ②③をノートに
解き、考査当
日に提出 

実施 ②リードαp50～71、問題番号 39～47、54(1)～(4) 

③期末問題解き直し 

化学 1 組理系・2 組 課題プリント 提出なし 実施 

その他 
提出物 

全員 

・通知表 

始業式  

・学習の記録 

・台湾レポート 

・読書感想文 

・オープンキャンパスレポート 

 

夏季補習実施時間割および実施場所  
 

 

 

 

 

 

 

1組 2組 3組 4組 5組 6組　

1限 8:20～9:30

2限 9:40～10:50 数Ⅱ・B(教室) 数Ⅱ(3組教室)

3限 11:00～12:10

1限 8:20～9:30

2限 9:40～10:50 数Ⅱ・B(教室) 数Ⅱ(3組教室)

3限 11:00～12:10

1限 8:20～9:30

2限 9:40～10:50

3限 11:00～12:10 数Ⅱ・B(教室) 数Ⅱ(3組教室)

化学(視聴覚室)

数Ⅱ(6組教室)

25日
（水）

化学(視聴覚室)

数Ⅱ(6組教室)

古典文法(視聴覚室)

23日
（月）

数Ⅱ(6組教室)

古典文法(視聴覚室)

24日
（火）

古典文法(視聴覚室)

英文法(1組教室) 英文法(3組教室)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＊数学補習の準備物 (知)(理)いつもの数学の用意、(文)教科書(Ⅰ・Ａ・Ⅱ) 

    ＊古典文法の準備物 文法書(授業で使っている『高校生の古典文法』) 

    ＊英文法の準備物 Scramble を忘れないように。 

    ＊補習がない時間帯は、自学自習に取り組む。 

       教室で補習がない時 … 自教室を利用すること 

       教室が補習で使われている時 … 選択 211 教室(6組隣)を利用すること。 

    ＊公式戦等で補習を欠席する場合 … 前もって担当者に連絡すること。 

    ＊体調不良等で登校できない場合 … 平常授業時と同様に学校に連絡すること。 

    ＊HR 教室は、午後は三者面談で使用するので私物を置かないこと。 

 

２学期当初の予定 
９／３(月) ２学期始業式、大掃除、課題考査(英)あり 

 ／４(火) 

 

1 限 全クラス課題考査(数Ⅱ) 

2 限 全クラス課題考査(国語) 

3 限 1組理系・2組→課題考査(物理/生基)、1 組文系→授業(日世 B) 

   3～6組→平常授業 

4～6限 全クラス平常授業 

 ／５(水) 1 限  全クラス課題考査(日世地 B) 

2 限  1組理系・2組→課題考査(化学)、1 組文系→授業(日世 B) 

    3～6 組→平常授業 

3～6限 全クラス平常授業 

 ／９(日) 文化発表会リハーサル(有志のみ) 

 ／13(木) 全校清掃、文化発表会準備 

 ／14(金) 文化発表会 1日目 

 ／15(土) 文化発表会 2日目 

 ／18(火) 15 日の代休 

 

修学旅行関連の書類提出期限 9 月 14 日（金） 
 2 学期が始まれば、いよいよ修学旅行のための準備（学校交流、班活動など）をしていく
ことになります。書類等の締め切りはきちんと守るようにしてください。 

□兵庫県立柏原高等学校 72回生修学旅行参加申込書（全員） 

 保険に加入する場合もしない場合もその旨を明記の上、ご提出ください。 

□アレルギー調査同意書（全員） 

□外貨パックお申込み用紙（希望者のみ） 

□同行および治療のための同意書（全員） 

□パスポートコピー（全員） 

1組 2組 3組 4組 5組 6組　

1限 8:20～9:30

2限 9:40～10:50

3限 11:00～12:10 数Ⅱ・B(教室) 数Ⅱ(3組教室)

1限 8:20～9:30

2限 9:40～10:50

3限 11:00～12:10

1限 8:20～9:30

2限 9:40～10:50 数Ⅱ・B(教室) 数Ⅱ(3組教室)

3限 11:00～12:10

1限 8:20～9:30

2限 9:40～10:50

3限 11:00～12:10

30日
（月）

31日
（火）

数Ⅱ(6組教室)

化学(視聴覚室)

国語(1組教室)

化学(視聴覚室)

英文法(1組教室) 英文法(3組教室)

英文法(1組教室) 英文法(3組教室)

26日
（木）

27日
（金）

国語(1組教室)

数Ⅱ(6組教室)

化学(視聴覚室)

国語(1組教室)

英文法(1組教室) 英文法(3組教室)

英文法(1組教室) 英文法(3組教室)


