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１１期生 1 年学年団 

中間考査講評 

これで大丈夫なのか？ 

科目 国 A 国 B 現社 数Ⅰ 数 A 化基 ｺﾐｭ英 英表 

平均 54.8 63.4 63.6 52.5 52.0 65.8 61.2 55.2 

 中間考査の成績票を渡しました。各科目の平均

点を載せておきます。一人ひとり満足のいく結果

だったでしょうか。各自で、次の４つの点につい

て各科目ごとに振り返ってみましょう。 
・何点くらいを目標にしていたか。 

・どのくらいテスト勉強をしたか。 

・結果は目標に対してどうだったか。 

・期末に向けて何をどうするか。（単に「頑張る」で

はなく具体的に考える）。 

目標をほぼ達成できたと思う人は、期末に向けて

もう少し高い目標を掲げてみましょう。 
 
■ 頑張っている人が大勢居る。 

しかし、全体としては成績が下がっている 
平素からしっかり学習に取り組みぐんぐん力つ

けている人がいます。また、一学期の緊張感を保

ち続けて勉強に取り組み、高い成績を保っている

人もいます。このように地道に勉強に取り組んで

いる人が増えました。素晴らしい事です。しかし

一方で、欠点科目のある人も激増してしまいまし

た。十分な準備をせず、時間不足のまま考査に臨

んだ人が増えたのではないかと思われます。全体

としては残念ながら成績が下がったといわざるを

得ません。 
■ 二極化が心配 

「学習意欲が高い人、勉強に時間と手間をかけ

ようとする人」と「そうでもない人」に分れてき

つつあるのではないかと心配です。今後、前者の

成績は上がっていくでしょうし、後者はその逆の

状態になり進級が危ぶまれる人も現れてくるでし

ょう。９月下旬に行ったスタサポのアンケートの

まとめによると、１１期生の家庭学習時間の平均

はなんと「２７分！」。短すぎます。家庭での生活

リズムのなかで、勉強をする時刻を固定して（例

えば「夕食後の 1時間」などのように）、現在の時
間プラス１時間の家庭学習をしましょう。 
■ 一丸となろう！ 

皆が進級するには、

「ひとかたまり」と

なって進むのが理想

です。集団の先頭を

進む人もあればそれに続く人もあるでしょう。で

も「一丸となっている」ことが肝心なのです。「皆

が始業時に授業の準備ができおり、ロッカーに行

く者が居ない」「チャイムと同時にさっと着席する」

「皆が授業を真剣にうける」「提出物は皆出してい

る」「小テストは皆がきちんと勉強してくる」･･･

などの「勉強に向かう雰囲気」をクラス全体で持

ち続けましょう。集団で暮している限り、勉強は

個人戦であると同時に団体戦でもあるのです。 
■ 苦手科目に挑戦しよう。 

各科目では高校の内容が扱われるようになり難

しくなってきたと思います。皆の中には苦手科目

がはっきりしてきた人もあるかも知れません。「〇

〇はわからん。無理！」「中学時代からずっと△△

はキライ」などと言って、少しやってつまずくと、

直ぐに諦めたり投げ出したりしていませんか？中

学校までは苦手科目や嫌いな科目を避けて通って

来たのかも知れません。しかし、高校でのその姿

勢は「留年」につながります。また、将来の進路

の上でも可能性をうんと狭めてしまいます。だか

ら、一年生の今のうちに、

苦手科目に立ち向かって

欲しいのです。そして、ど

の科目も分け隔て無く勉

強してください。 
■ 学年成績で「４」「５」をめざそう！ 

 先の事ですが 3年になると、就職するにしろ進
学するにしろ、「評定平均」が重要になってきます。

大学・短大・看護専門学校への進学において、特

に指定校推薦や公募制推薦の場合、志願資格に評

定平均を設けている学校があります。多くは 3.0



～3.5 以上です。例えば、評定平均 3.5 が必要な

場合、3 年間の全科目のうち半分が 3 ならば、残

りの半分は４をとっておかないと 3.5 になりませ

ん。また、就職や指定校推薦の場合に行う校内選

考は評定平均重視ですので、より高い評定の者が

有利になります。「４をめざせ」と言う根拠はここ

にあります。さらに、大学進学をめざす場合の目

標は「５」です。とりわけ、入試科目に関係のあ

る教科は絶対です。このわけは、またいつか話し

ます。 

 どの進路をめざす場合

も、勉強して力をつければ

つけるほど、将来の可能性

は広がります。考査はあと

２回あるので「４」や「５」

をめざして頑張ってくだ

さい。 

 

各科目からのコメント 

中間考査の結果について教科の担当の先生からコ

メントをいただいています。参考にしてください。 

 

国語総合Ａ 

語彙力(言葉の意味、漢字など)をつける為に意

味がわからないところがあれば自主的に調べて身に

つくまで反復練習をして下さい。 

普段から文章に親しめるよう、たくさんの本を読ん

でみては…？ 

国語総合Ｂ 

文法や月の異名など古文常識をしっかり覚えて

いた人は比較的高得点だったと思います。 

 本文の内容に関しては文章だけに留まらず、地

図や作者の略歴、作品の概要など教科書に載っ

ているものにはしっかり目を通しておいて下さい。単

語については前後の文脈から最適な訳を探す必要

がありますので、辞書を引いたときに安易に①の意

味に飛びつかず、じっくりと文脈に沿った意味を探し

てください。分からなければ先生に確認するくせをつ

けましょう。 

現代社会 

 期末に向けて平素から心がけて欲しいことをあげ

ておきます。 

・授業中に授業内容をしっかり理解しておく（一気に

やるのはしんどい）。 

・重要な語句の意味・使い方を理解する。 

・覚えるのでは無く、話の筋道を理解する。 

・毎回のノート（プリント）を書き、疑問点をチェックし

ておく。 

数学Ⅰ 

 途中式で減点された人が多かった印象です。計

算メモと途中式は別物です。数学では、読み手に

伝わるように数式などの言葉を使って、答えまでの

プロセスを説明することが求められます。今後のテス

トでは、途中式に注意して解答してもらえればと思

います。 

数学Ａ 

 今回のテスト範囲は「確率」でした。1 学期に習

った「集合」や「場合の数」を理解していないと解け

ない問題だったため、復習が必要になったと思いま

す。数学は積み重ねの学問なので、過去に習った

内容を忘れてしまうと、そ

の次の内容を理解すること

はできません。習ったことは

その日のうちに復習し、記

憶を定着させる癖をつけて

ください。 

化学基礎 

 範囲から万遍なく出題しました。８０点以上の高

得点を取った人が６７名もおり、学年平均は「65.8

点」と良い点数でした。 

（１）組成式、電子式、構造式の問題･･･授業や補

習で繰り返し練習し、「必ず出るからやっておきなさ

い」と予告していました。欠点をとった大部分の人が

この範囲で得点できなかった人です。 

（２）結合の成り立ちの文章題･･･（１）に比べると、正

答率が低かったです。対策プリントや問題集などの

箇条書きの文章と内容は同じでしたが、それが繋

がって少し長い文になると難しく感じたのかもしれま

せん。現象を単語では無く文章で説明できるようにし



ておきましょう。 

（３）分子式や名称を答える問題･･･各自で勉強して

おかねばならなかった部分です。早くから準備を始

め余裕を持って勉強した人が得点できていました。 

 期末考査の化学は「物質量」の計算問題が大

部分を占めます。毎回の授業では、答えを待つので

はなく積極的に問題を解きましょう。そして、家庭で

必ず復習をしてください。授業を休むとまったく分らな

くなってしまうこともありますので気をつけてください。 

英語表現Ⅰ 

今回の中間考査では、

高得点層と低得点層がく

っきりと分かれる結果となり

ました。これは将来の夢や

進路を定めて頑張り始めた人が多く現れたと同時

に、勉強以外に気が向いてしまい勉強をおろそかに

し始めている生徒も多く現れてきたことを示していま

す。英語が苦手だからやる気にならない、英語は暗

記だから何とかなる、そう考えている人はいません

か？語学に関してはこの考え方は捨てて下さい。語

学は日々コツコツやらなければ身に付けることはでき

ません。それどころか考査をパスする点数すら取るこ

ともできないのです（実感している皆さんも多いと思い

ます）。授業で皆さんと接して感じることは、自分に

自信がなさ過ぎるということです。ほとんどの皆さんに

は語学を習得する能力があります。自分自身で限

界を作ってしまっているだけです。今からでも遅くあり

ません。勉強をするクセを付けて下さい。そして分か

らないことがあったらいつでも私たち英語の教員に

質問をしに学年室まで来て下さい。次の期末考査

に向けていっしょに頑張りましょう。 

コミュニケーション英語Ⅰ 

授業内容を理解できている生徒が全般的に多

かったと思います。これから教科書の内容がだんだ

んと難しくなってきます。高校受験で勉強した力（貯

金）だけではもはや太刀打ちできません。言語能力

は１日勉強しないと２日後退します。３日やらなけれ

ば一週間後退します。しかも新しい内容がどんどん

出てきます。予習・復習は必ず行うという習慣を着

けて下さい。 

皆さんの宿題チェックをして気がついたことは、授

業の板書をきっちりとノートに書けている生徒は、全く

書けていない生徒と比べて点数がはるかに高いとい

うことです（授業中の板書を書いたノートがないのに、

どうやって考査の勉強ができるのでしょうか？）。また、

ノートは評価の対象となります。これまで書けていな

かった生徒は必ず書くようにして下さい。授業で理

解ができなかった内容については担当の先生に質

問を投げかけましょう。皆さんからの質問を待ってい

ます。次の期末考査では良い点数が取れるように

皆で頑張りましょう！ 

 
 

スタディサプリ・河合塾全国学力テスト 

４０名が挑戦 １０月２７日（土） 

記述式の国・数・英の模試に挑戦しました。それぞれ、

８０分、１００分、８０分と入学試験と同じ長い時間の

テストでしたが、参加者は皆頑張っていました。模試は

長時間にわたり、諦めずに考え抜く練習になります。大

学進学をめざす人は、このような機会を生かして将来に

つなげてください。 

模試の利点 

① 進学するのだという意識付けになる。 
② 全国規模での自分の位置が分かる。特に２

年からは「判定」がでるので、目標設定の参

考になる。 
③ 苦手分野や得意分野が分かり、勉強の目安

になる。 
今回の模試を、部活動などの理由で申し込めなかった

人は次回に申し込みましょう。大学進学希望の人は「必

ず･･･」と言いたいところですが「できるだけ」申し込

み、継続して受験するようにしましょう。 

予告「進研記述模試高１総合学力テスト」 

◆実施日 １／１９(土) 
◆費 用 ２８２０円 
◆実施科目 国語（ ８０分） 

英語（ ８０分） 



    数学（１００分） 
◆申込み 12/18(火)19(水)４C 教室 
詳細は追って連絡します。 

予定をあけておきましょう！！ 

 

活用しよう！ 
動画登録はしたものの、活

用できていない人が多いよ

うです。 

古典文法や英文法、数学、

化学など授業で分かりにくかった箇所を、サプリ

の動画なら何度でも教えてくれますよ。 

苦手な分野なら、中学の内容に遡って動画を見

ることもできます。 

また、教科によっては（数学だけど･･･）授業に

関連する動画を配信してくれています。日頃の勉

強に活用しよう！ 

動画の見方が分からなくなった人は、学年室ま

で。 

 

 

「スタディサプリ到達度テスト」 

を実施します 

 

11 月 15 日（木）５限：国語、６限：英語 

11 月 22 日（木）５限：数学 

 
＊13：15 入室着席、13：20 開始です。 
 欠席しないように！ 
 

 

 

日 曜 １１・12 月の予定 

８ 木 5･6 限 スマホ講座 ＋ 覚せい剤について 

９ 金  

10 土 
月５・６ ＋ 「卒業生に聞く」（体育館） 

午後 学校説明会 

11 日  

12 月 代休 

13 火  

14 水  
15 木 5・6限 スタディサプリ到達度テスト（国・英） 

16 金 保健委員会（放課後 大講義室） 

17 土  

18 日  

19 月  

20 火  

21 水  

22 木
5 限 スタディサプリ到達度テスト（数） 

6 限 学校教育自己診断ｱﾝｹｰﾄ／球技大会関係 

23 金 勤労感謝の日 

24 土  

25 日  

26 月  

27 火 考査一週間前 

28 水  

29 木 5･6 限 球技大会 

30 金  

1 土  

2 日  

3 月 午前中授業（月１～４） 

4 火 期末考査 

5 水  々 

6 木  々 

7 金  々 

8 土  

９ 日  

10 月  々 

11 火  々 

12（水）～20（木）午前中授業、 18(火)19(水)模試申込み 

21（金）終業式 部対抗スポーツ大会  


