
２学期終了。結果は？ 

 今日配布した成績通知票の

各科目の点数は考査点に平常

点を加味した 2 学期の総合評

価です。結果は満足のいくも

のだったでしょうか。 

 まず、１年からの好調を維持している者が大

勢います。一定の成績を保つには努力が必要で

す。特に高得点を取っている人は、授業中に単

に黒板を写すだけではなく、しっかり聞きしっ

かり考えています。また、提出物の完成度にこ

だわったり、解けるまで問題にかじりついたり、

家庭学習にも力を入れたり…と、「勉強に時間

と労力」をかけることにより、学習内容がきち

んと積み上がっている人です。その努力を賞賛

したいと思います。これからも目標を下げるこ

となく邁進してください。 

次に、２年になっての成績が「上り調子」の

人。この人達の多くは「持てなかった目標が持

てた人、或いは曖昧だった目標がはっきりした

人」なのではないかと思います。目標を持てば

自ずとやるべき事がはっきりし、学習にも力が

入るに違いありません。素晴らしいことです。

今後も高い目標を掲げて頑張ってください。 

しかし、このような人とは逆に、成績が「下

り調子」の人や「低迷」している人もいます。

生活習慣、授業態度や提出物、テスト勉強など

をすぐに改善しなければいけません。やらなけ

ればいけない事は分かっているのだけれども、

できない、やる気が出ないという人もいるでし

ょう。その理由は「目標がみつからないから」

または「目標を見失ってしまっているから」で

はないでしょうか。残された高校生活はあと 1

年ほどです。「何のために勉強するのか」「自

分の夢や希望は何か」という根本に立ち返って、

等身大のあなた自身と向き合ってください。保

護者など身近な人と相談するのも良いでしょう。

冬休みは良い機会です。そして、一日も早く目

標を見つけてくれる事を願っています。 

成果をあげている人とそうでない人の違いは

「勉強にかける時間」の違いと言い切れると思

います。気持ちあれば、時間をかければ、きっ

ときっと良い結果があらわれます。勉強は決し

てあなたを裏切らないものです。諦めず頑張っ

て下さい。 

 

学年末に向けて 目標を持とう！ 
通知票における各科目の「１学期と２学期の平均」を

計算してみよう。ここから、3 学期にどれだけ頑張れば、

思うような評定がつくかを計算しよう。基準は次のよう

に決まっています。「欠点でなければいい」のような寂

しい目標では無く、少しでも高い目標を掲げよう。 

 1 学期＋2 学期＋3 学期の平均が 

  ３９点以下・・・評定「１」（不合格） 

  ４０点以上・・・評定「２」 

  ５０点以上・・・評定「３」 

  ６５点以上・・・評定「４」 

  ８０点以上・・・評定「５」 

 

 冬休みの注意点  
① 規則正しい生活を送ろう 

年末年始は何かと気分が浮つくが、一

定の時刻に起床し「夜型」にならない

ようにしよう。 

② 心機一転、決心しよう 

大きな進路目標が理想だが、小さな決心でも構

わないので心に決めよう。 

③ 高校生としての「常識やルール」から逸脱するな！ 

④ 身の回りの整理整頓しよう。 

身の回りをすっきりさせて、新たな気持ちで学

習に向かえるようにしよう。 

⑤ 毎日 1 時間は（ホントは 3 時間と言いたいが…）

勉強しよう！ 

まずは宿題、それが済んだら「英単語」「英文法のワ

ーク」「漢字」など 将来に向けての勉強を始めよう。

大晦日も正月も机に向かおう。 
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⑥ 家庭での役割を果たそう。 

遊びやアルバイトなど自分の

事だけをするのではなく、年

末の手伝いや大掃除など家庭

でも役に立とう。 

 

 

 

 

 

頭髪について   

すでに、頭髪について先生に指摘され、改善するように言

われている人が居ると思います。頭髪に手を加えた人は

自分自身が一番よく知っているはずです。指摘される前

に自分で改善して、３学期の始業式を迎えてください。ま

た、冬休み中に新たに頭髪に手を加えないようにしなさ

い。 

 

進研模試 申込者８０名！ 

２月１日（土）実施の進研模試に、前回の１

１月模試より３０名ほど多い８０名が申し込み

ました。一年後の受験にむけて皆さんの意識が

高まっている事が感じられて、頼もしく思いま

す。けれども、模試を受けているだけでは進路

目標を達成できません。受験のための勉強をこ

の冬からでも始めましょう。何からどのように

始めたらよいか。方法の１つを次に紹介するの

で参考にしてください。 

 

◆今、取り組むべきは基礎固めだ 

入試問題は基礎事項の組み合わせで成り立っ

ているので基礎が大切だ。皆が持っている教科

書と問題集（ワーク）にはすべての基礎事項が

詰まっているので、まずはこれを使った学習を

行う。 

◆問題集（ワーク）を２回解く 

 問題集（ワーク）を１年の最初から丁寧に解

いてみる。答えが分からない所や間違う所が出

てくが、間違った箇所には印をつけておき、解

答・解説を読み、なぜ間違ったのか、どこが分

からなかったのかを整理する。それでもわから

なければ、教科書を読んだり、先生を頼って教

えてもらったりする。手間と時間はかかるが、

頑張って欲しい。 

◆おいしい 2回目をしっかり味わおう 

１回目が終わったら、２回目をする。一度解

いた問題なので、2回目は 1回目と異なり、ペ

ースもあがり間違いや分からないところが少な

くなる。また、間違ってもなぜ間違ったかが分

かるようになり「いけるかも！」という手ごた

えが得られるようになる。それだけ力がついた

ということだ。間違いの部分は 1回目と多くの

場合一致する。そこが苦手な部分なので、重点

的に復習する。苦しい事が多い１回目だけで終

わると挫折感だけが残り、意欲が失せてしまう。

だから、２回目にチャレンジし、出来る実感、

分かる楽しさを味わって欲しい。 

３回目を取り組んでも良いが、他の科目や２

年で進んだ分もあるので、苦手部分だけをもう

一度解いて確認すれば良いだろう。 

◆とりあえず始めよう！できることはいっぱい

ある 

 これほどやらないとダメなのか？ 答えは

「ＹＥＳ」である。まずは「英文法」や「英単

語」から始めてはどうだろうか。大学進学をめ

ざし、満足できる進路先に

合格するためには、覚悟を

決めて勉強するしかないの

だ。「やる・やらない」はあ

なた次第だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

始業式 1/8(水)8:35 体育館 整列集合 

＊ネクタイ・リボン着用  ＊防寒着やマフラー、帽子、手袋は×。 

頭髪検査 

２限目以降 国・英・数 の到達度テスト（午前中） 

看護医療模試について 

■2／1（土）に「進研模試」と同日に行い

ます。費用は 600 円です。 

■専門学校だけを志望する人は、この模試

を受験することを勧めます。 

■申込は 1/14、15 の 2 日間です。 



冬は炬燵（こたつ）で・・・ 

  

 

 

の学習動画 三昧はいかが？ 

 

冬休み課題として

「スタディープログ

ラムワークブック」

の課題が出ています。 

また、1 月８日の

到達度テスト（「ステ

ップ診断」）はワークブックに連動して出題

されます。各科目の出題内容は次のようにな

っています。ワークブックを使って勉強して

おこう。 

 

◆国語…漢字、外来語、現代文評論、 

理系 随筆（比喩表現）など 

文系 古文 助動詞、単語、内容理解 

 ◆数学…数と式、二次関数、 

図形と計量、場合の数と確率 など 

 ◆英語…比較、現在完了、関係代名詞 など 

 

問題を解いて分からなかったら、「Classi

学習動画」を見て勉強しよう。1 つの動画は

たった 5 分なので飽きずに見られるし、ちょ

っとしたスキマ時間も使えますよ。 

動画の見方は「ワークブック」に書いてあ

ります！学校コードとログイン ID は「個人

診断レポート」に記載されています。 

  

冬休みの課題に終わらず、 

自主的に取り組もう！！ 

 

 

１月の予定 

日 曜 予定 

8 水
始業式（8:35 体育館集合） 

到達度テスト（２～4限） 

9 木
HR・総合学習状況ｱﾝｹｰﾄ、耐寒行事班分け、

他（予定） 

10 金  

11 土  

12 日  

13 月 成人の日 

14 火 看護医療模試申込（２/１実施） 

15 水 看護医療模試申込（２/１実施） 

16 木 HR・総合「奨学金について考える」（予定） 

17 金  

18 土 大学入試センター試験 

19 日 大学入試センター試験 

20 月  

21 火  

22 水  

23 木  

24 金  

25 土  

26 日  

27 月 3年学年末考査（31 まで） 

28 火  

29 水  

30 木 球技大会（5・6限） 雨天中止 

31 金  

1 土 進研模試／東アカ看護医療模試 

2/7（金）耐寒行事 

2/20(木)～27(木)学年末考査 

2/28(金)卒業式 

 

 

 

 

 

 



冬休み課題一覧 

早めに取り組み、期日を守って、必ず提出しよう！ 

宿題は、計画的に独力でやろう。そうしてこそ意味がある！ 

 

 

 内 容 

現代

文 B 

■スタディープログラム国語①ワークブック（赤い冊子）＊全員

＊始め～P６３までのうち、やっていないところすべて 

→わからないところは動画をみること。 

提出 冬休み明けの最初の現代文 B の授業 

古典 

■課題プリント（1 枚） ＊古典選択者のみ 

＊辞書で単語の意味を調べて記入する。 

提出 冬休み明けの最初の古典の授業 

数学

Ⅱ 

必修 

■課題プリント（１枚） ＊全員 

 ＊注意事項をよく読み、レポート用紙に解く。 

提出 冬休み明けの最初の数学Ⅱ（必修）の授業 

総合

英語 

■英単語ターゲット１４００ ＊人文のみ 

 ＊P１３８～１６９（コラム①は除く） 

・日本文×１回、英文×3 回を専用ノートに書く。 

・必ずページ数と単語の番号を書くこと。 

・休み明けの最初の授業で小テストを行う（成績に反

映する） 

提出 冬休み明けの最初の授業 

英語

理解 

■ＮｅｘｔＳｔａｇｅ  ＊人文のみ 

 ＊Ｐ８２～１１１のＮｏ．２０１～Ｎｏ．２８８ 

・日本文×１回、英文（問題箇所を含む全文）×3 回

を専用ノートに書く。 

・必ず問題の番号を書くこと。 

・休み明けの最初の授業で小テストを行う（成績に反

映する） 

提出 冬休み明けの最初の授業 

ｺﾐｭ

英Ⅱ 

■英単語ターゲット１２００ ＊文系・理系・こども保育 

 ＊Ｐ３０２～３３３ 

・日本文×１回、英文×3 回を専用ノートに書く。 

・必ずページ数と単語の番号を書くこと。 

・休み明けの最初の授業で小テストを行う（成績に反

映する） 

提出 冬休み明けの最初の授業 

英語 

■スタディープログラム英語①ワークブック（青い冊子）＊全員 

 ＊Ｕｎｉｔ６～Ｕｎｉｔ１０ に掲載されている問題を解く。 

 ・冊子に直接記入（到達度テスト（１/８）の範囲 


