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１学期終了。さて、結果は？
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１１期生 1 年学年団

あきらめず取り組み続けよう」です。勉強は決し
て裏切らないが、すぐに成果が得られるというも

１学期の成績が出ました。各教科の点数は考査

のでもありません。自分を信じて今の努力を続け

成績に平素の学習状況を加味した総合評価です。

ていれば、やがてじわじわ成果が現れてくるはず

満足のいく結果でしたか。真面目に学習に取り組

です。
「短気は損気」と言うことです。それでも不

み、成果をあげている人がいます。テストでは思

安な場合は、教科担当の先生に勉強の方法を相談

うように得点でき無かったけれど、平常点でそれ

することを勧めます。

をカバーできている人もいます。その逆に、平常

（３）欠席・遅刻の増え始めた人へ ～危険信号だ～

点部分で手を抜いてしまい、とれる点数を逃して

まだ該当者は少数ですが、このような人は高校

しまった残念な人もいます。じっくり通知表を見

生活を続けるうえで「黄信号点滅」です。どのよ

て思いを巡らせてください。

うな理由であろうとも、欠席・遅刻・早退は「ゼ

（１）欠点科目のある人へ～後少しの努力をせよ～

ロ」に近づけるのが良いに決まっています。

その欠点は本当に避けることができなかったの

まず、授業を欠席すると授業から遅れてしまい、

か。授業は真面目に受けていたか、提出物を出し

度重なると多くの場合は成績が下がってしまいま

たか、テスト勉強に時間をかけたか･･･できる努力

す。次に、科目の欠席時間数が一定の回数を超え

を怠っていなかったか。欠点がついた人は全く努

ると、その科目は成績に関係なく「不合格」にな

力をしていないと言っているのではありません。

るルールがあります。この 2 つの理由で「授業を

ただ、基準の４０点に達しない限り合格できない

欠けるな」と言っているのです。

のが高校の評価の仕組みです。本当に努力してい

欠席遅刻の増え始めている人は、新学期に向け

れば、必ず合格点に達するものです。勉強は楽な

て、生活習慣を見直し「学校中心の生活リズム」

ものではありません。平素から誠実に取り組む姿

を確立してください。

勢が大切です。まず、夏休みの宿題を完璧にこな
し期日を守って提出することから始めよう。

【１学期成績の度数分布表】
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問したり、スタディサプリの動画を見るなど、も
っと手間と時間をかけて粘り強く取り組んでくだ
さい。
「分からないことが分かったときの喜び」は
他とかえがたいものがあるものです。
(３）満足できる成果が得られないと思う人へ
～自分を信じよ～ やっているのに成果が上が
らないという人に伝えたい事は「決して迷わず、

１００人がチャレンジ！
去る、７月１４日（土）に「受験サプリ・河合塾模試」が実施
明日から夏休みに入り

されました。100 名が参加し、8：30～12：30 の時間帯で「国

ます。でも、ぼんやりして

（60 分）・数(80 分)・英(60 分)」の問題に挑戦しました。長時

いると長い夏休みもすぐ

間のテストが連続しましたが、よく耐えて頑張ったことを褒め

に終わってしまいますよ。

たいと思います。今回受験しなかった人でも、「進学を志す

｢1 週間ぐらいゆっくりしたい｣という人もあるか

ならば」次回は必ず受験するようにしよう！！

もしれませんが、物事は最初が肝心です。次の点

【なぜ模試をすすめるのか】

に注意して有意義な（少なくともマイナスになら

① 全国レベルの自分の実力を測ることができる。

ないような）夏休みを過ごしましょう。

② 継続的に受験することで、実力の移り変わりが分かり、

■夜更かしや朝寝坊で昼夜逆転するような生活
は慎み、毎日の生活のリズムを崩さないようにし

志望校決定の重要な資料になる。
③ 長い時間問題を考えつづける経験を積み、入試に慣れ

よう。

ることができる。

■起床時刻や就寝時刻・食事時刻・勉強する時間

【模試を受けたときは・・・】

帯など 1 日の生活パターンを決めて過ごそう。

解答・解説冊子を見て、間違ったところを復習する事。

■宿題は早い時期に終えてしまおう。

今回は動画も配信されています。

■自由な時間を生かそう。
①講習に参加したり、スタディサプリの動画を
見たりして 1 学期の復習をしよう。

夏休み宿題一覧
早めに取り組み、
期日を守って提出しよう！

②部活動に没頭しよう。この夏の練習を乗り越
えることにより、心と体を鍛え仲間の絆を高め

内容

よう。

（１）「チャレンジアップシリーズ国語総合問題」 の １随筆①、３小説

③たまにはスマホを手放し、読書をしよう。
④オープンキャンパスに参加しよう。
「百聞は一

国A

①,６評論①,７評論② （２）「パーフェクト常用漢字」の

国B

⑤家の手伝いをしよう。日頃の感謝をこめて。

（１）「チャレンジアップシリーズ国語総合問題」 ｐ２２～３１ （２）百人一首
21～40 番、（３）プリント１枚（４）スタサポ活用ブック（古典）

数学

「数学Ⅰ＋A ２０１８年度夏休みの宿題」 プリント（1 枚）

に気をつけて、高校初めての夏休みを過ごしてく

化学

プリント「電子配置とイオン」（1 枚）

ださい。8 月末には一層成長した元気なみなさん

英単語

専用ノートに行う。 範囲ｐ６４～７７、８０～１２１

に会えることを楽しみにしています。

ターゲッ

①右ページの英文を３回書く②右ページの日本文を１回

熱中症や事故、トラブルにあわないように充分

ト

始業式

８月２４日（金）

８：３５ 体育館に整列集合
ネクタイ・リボンを着用し、化粧・ピアスなどに

＊式後は「国・数・英」の
宿題テストです！！

書く。単語を暗記する。（クラス掲示参照）
「MY WAY」の教科書 p２０、p３０、ｐ４４、ｐ５６

コミュ英

の”OPTIONAL READING” を授業ノートに写し、和訳を
書く。（クラス掲示参照）

も気をつけ、きちんとした身なりで集まること。
頭髪検査を行います。

最初の授業

p136～137（プリント 1 枚）（３）スタサポ活用ブック（現代文）

見にしかず」だ。（オープンキャンパスに関す
る資料は学年室前にあります）

提出

英表
総合

最初の授業
数Ⅰの
最初の授業
最初の授業
コミュ英の
最初の授業
コミュ英の
最初の授業

「総合英語 be 3rd Edition」のｐ２～１６４の「CHECK」を専用

英表の最初

ノートに行う。必ず解答を含む英文全文を書く。（クラス掲示参照）

の授業

スタディサポート活用ブック
職業人インタビューワークシート（プリント）

9/20 木
始業式

８・９月の予定

った人もあるでしょう。そこで、

日

曜

24

金
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土
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日

27

月 50 分 4 限

石垣島・西表島方面への修学旅行

28

火 50 分 4 限

が続いていました。学校説明会などでも「ここ数

29

水 50 分 4 限

年は、上記方面に行ってます」と伝えてきました

30

木 50 分 4 限（4 限 HR）

が、次のような話し合いを行い 11 期生の修学旅行

31

金 50 分 4 限

は「屋久島＆鹿児島方面」に決定しました。

１

土

2

日

３

月 これより通常授業

４

火

５

水 午前中授業 午後文化祭準備

６

木 1・2 限授業 文化祭準備

７

金 文化祭 1 日目

８

土 文化祭 2 日目

９

日

見に行き、楽しく意義深

10

月 大清掃 １～６限授業（午前中 45 分）

い修学旅行になる様に、

11

火 代休

具体的な計画を練って

12

水

行きます。現在、決まっ

13

木 後期生徒会役員選挙

ているアウトラインを下に書いておきます。

14

金

始業式 8：35 頭髪検査

11 期生の修学旅行について決まっ

宿題考査 ２～４限（国・数・英）

ていることを伝えておきたいと思
います。
みどり清朋高校では、ここ数年、

① 個人旅行ではあまり行きそうに無い場所で、仲間
とともに一生の思い出づくりができる。
② 豊かな自然に肌で触
れることができる。
③ 歴史や平和を学ぶこ
とができる。
④ 「自然と人間」につ
いて考えることができる。
今後、担当の先生が下

＊ 20（木）スタディサポート

実施日 ２０１９年（平成３１年）
１０／２０～２３（３泊４日）

１１期生の修学旅行は・・・

旅

程

１日目（移動日）大阪→屋久島
２日目（屋久島での活動）
体力にあわせたトレッキングコースを選択し、世
界遺産の森に触れる（屋久杉の森や「もののけ姫」

です。
部活動などで、２年
生の先輩が修学旅行の
ことを話しているのを
聞いた人があると思い
ます。その話を聞いて、
私たち 11 期生も同じところに行くのだろうと思

の森のモデルになった森など）。
３日目（移動＋体験）屋久島→鹿児島
午前中に鹿児島へもどる
桜島周辺で選択した体験活動
４日目（平和学習＋移動）鹿児島→大阪
「知覧特攻平和会館」で平和学習
鹿児島市内自主研修で歴史や文化に触れる
（細かな内容は変更する可能性があります）

この夏、サプリで
復習＆発展学習！！

数学
高 1 スタンダードレベル 数学ⅠAⅡB
◆１学期の復習なら・・・
第１講

展開

次の講座で 1 学期の復習ができます。

第2講

因数分解

各科目でいくつかの動画を配信します。

第3講

実数・絶対値・1 次不等式

必ず見てみよう！！

第4講

集合・命題と条件

◆ついでに 2 学期にむけての予習をするなら・・・

化学基礎

第５講 ２次関数（１）

◆少し発展的な内容も含むが、分かり

やすいですよ。

●サプリのパスワードなどが分らなくなっ
た人へ → 藤澤先生へ

第 1 講 物質の分類

●家庭でのサプリの視聴が困難な人へ

第２講 原子の構造

→

日を決めて学校で視聴できます。川崎へ

第３講 電子配置・イオン チャプター１、３
第４講 チャプター３

古典

◆学校での講習や補習以外に聞いてみては？

高１古文＜文法編＞
第１講 歴史的仮名づかい／動詞
高１ベーシックレベル古文＜文法編＞
第１講 歴史的仮名づかい/品詞
活用形/係り結びの法
則
第 2 講 動詞（１）
第 3 項 動詞（２）/形容詞

現代文
◆問題を解くにあたっての「現代文の読み方」の基本講座。

少し難しい内容も含みますが、普段の学習に生かせるかも！！
高１ベーシックレベル現代文
第１講～第８講

英語

夏のおすすめ BOOK
～スマホを手放し読書三昧～
■「夢をかなえるゾウ」
（水野敬也）飛鳥新社 ７００円
ちょっと前に話題になった本です。「成功したい」「変わりた
い」と思っているが、思っているだけで実行できないサラリー
マンの主人公。そんな彼の前にゾウの姿をした神様「ガネ－シ
ャ」が現れます。ガネ－シャは毎日、主人公に「自分を変革し
成功するための課題」を与えます。最初はいやいや取り組んで
いた主人公も、やがて課題に取り組むことに達成感を覚え、次
の課題を楽しみに思うようにすらなっていくのでした。
働くってどういうこと？働く喜びって何？満足できる仕事っ
て？･･･ヒントが見つかるかも知れませんよ。

■「君たちはどう生きるか」
（吉野源三郎）岩波文庫 １０４８円
最近のベストセラーです。コミック版も出版されていますが、
あえて文庫本を紹介します。随所に見られる風景や状況が、主人
公の心情を通して豊かに表現されており、これはコミックでは味

◆１学期の復習には、
高１ベーシックレベル英語 の 第１講～第８講
◆英語がニガテかな・・・という君は
高１中学総復習 英語 でニガテを克服。

わえない部分です。主人公の少年が学校生活や友人関係で起こる
様々な出来ごとを通して、叔父さんに導かれながら成長する物語
です。友人との約束を破ってしまうことになり、深く悔いるくだ
りが山場なのですが、作者の導くまま主人公と同じ視点でいろい
ろなことに気づかされます。直球ど真ん中のタイトルにしり込み
せず、手をとってみよう。すいすい読めますよ。

