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後期課程での夏休み
いよいよ後期課程での夏休みが始まります。今までの夏休みと少し違うような気がしている生徒もい
ると思います。全校集会が終わってもすぐに夏休みに入らず，午前授業が続き，その後に夏季課外授業
が始まります。前期課程よりやや短く感じる夏休みですが，どのように過ごすかは一人ひとりの考え方
や目指すもので変わっていきます。例えば，授業で分からなかったところを克服する人，より難易度の
高い問題に取り組む人，オープンキャンパス（ほとんどがオンラインの実施だと思いますが）に参加す
る人。それから，運動部の生徒は新人戦の上位入賞を目指して部活動に取り組んだり，文化部の生徒は
コンクールに向けて練習に励んだりすると思います。いろいろな取組ができる期間です。先を見通しな
がら，満足のいく夏休みにしてほしいと思います。
さて，夏休み明けの８月２０日（金）は実力考査が
あります。前期課程でも実施しましたが，後期課程に
＜８月２０日（金）＞
なると，５教科から「国語」，「数学」，「英語」の３教 １校時
8:50 ～ 9:30
集会（放送による）
科になります。しかし，国語は６０分，数学は８０分， ２校時
9:40 ～ 10:40（60 分） 国語
英語はリスニングを含めると９０分です。かなりの内 ３校時 10:55 ～ 12:15（80 分） 数学
容のある試験になります。基礎基本を確実に得点する
－ 昼食 －
ことと，発展問題を解く演習を行うこと，それぞれの ４校時 13:05 ～ 13:35（30 分） リスニング
目標に応じた勉強をすることが必要になります。夏休 ５校時 13:50 ～ 14:50（60 分） 英語
みの課題を活用し，自分の力を十分に発揮してほしい ６校時 15:00 ～ 15:45（45 分） ＬＨＲ
と思います。「実力考査範囲」と「夏休みの課題」は
以下の通りです。
実力考査範囲，内容等

夏休みの課題内容

国語

〔現代文〕・文学的文章の読解
・説明的文章の読解
・漢字や語句について
※授業で学習していない文章を出題します。
〔古典〕 ・古文：用言の活用と歴史的仮名遣い
・漢文：訓点，書き下し文，置き字，
再読文字，返読文字
※夏季課題から出題します。

『新国語問題集読解サポート』
※夏休み前に配付します。

数学

◇「数学Ⅰ」は全部，「数学Ⅱ」と「数学Ａ」は既習内容 ・問題冊子（数学ⅠＡⅡ）
◇１計算問題 ２小問集合（基本） ３データと分析
※夏休み前に配付します。
４図形と計量
５２次関数
６高次方程式①
７高次方程式②

リスニング 〔英語筆記〕・Leap 320 ～ 400 ②（第二義語以降，派生語含む）
・Unite stage2 提出用サポート
英語
・Unite stage2 Lesson1 ～ Lesson8
ノート
・構文 80
Lesson1 ～ Lesson8
31 remember doing ～ 36 There is no doing ・構文 80
・初見長文問題
31 remember doing
～ 36 There is no doing
＊国語，数学，英語以外の教科の課題は，各自で確認する必要があります。

１学期中間考査について
１学期中間考査の結果は下の通りです。５教科から１１科目にテストの数が増え，生徒にとって，か
なり大変だったのではないでしょうか。そのような中でも生徒たちは，朝や放課後，休み時間などに一
生懸命テスト勉強に向かっていました。テスト返却時には満足のいく表情も見られ，努力した成果が現
れた人も多かったと思います。大切なのは，テスト返却後の振り返りです。理解したところと理解して
いなかったところが分かったところで，理解していなかったところを理解できるようにする振り返りをし
てほしいと思います。今，学んでいる内容は，大学入試に大きく関わっています。この習慣こそ，みな
さんを大きく向上させる行動だと思います。
現代文

古典

世界史Ａ 現代社会

数学Ⅰ

数学Ａ

物理基礎 化学基礎 生物基礎 コミ英Ⅰ

英表Ⅰ

７６．３ ７９．７ ７０．６ ６９．２ ７８．６ ８１．７ ６７．０ ５８．０ ８１．９ ７２．５ ６６．８

大学入学共通テスト
大学入試センター試験に代わり，２０２１年度入試より「大学入学共通テスト」が実施されました。
センター試験からの大きな変更点としては，英語でリーディングとリスニングの配点比率が１：１にな
ったこと（各大学で点数の比重は変わります）や，「知識・技能」中心の出題だけでなく，「思考力・判
断力・表現力」を評価する出題がなされたことなどが挙げられます。その他，出題傾向にも変化が見ら
れました。例えば，数学Ⅰ・Ａでは，日常生活への数学の活用の問題や会話文を用いた問題などが出題
され，試験時間が６０分から７０分に変わりました。出題分野についても，第一問では主に，
「数と式」
「集合と命題」「２次関数」が出題されていましたが，共通テストでは「数と式」「図形と計量」になり
ました。生徒のみなさんが受験するまであと２回の共通テストが行われますので，今後どのような内容
が出題されるのかも見ていってほしいと思います。
教科
国語

科目

配点

「国語」

地理歴史 「世界史Ａ」「世界史Ｂ」
「日本史Ａ」「日本史Ｂ」
「地理Ａ」「地理Ｂ」
公民

「現代社会」「倫理」
「政治・経済」
「倫理，政治・経済」

試験時間

200 点

80 分

１科目
100 点

１科目選択
60 分

２科目
200 点

選択方法

最大２科目を選択

２科目選択
130 分（解答 120 分）

数学 ①

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」 100 点

70 分

１科目を選択

②

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 100 点
「簿記・会計」
「情報関係基礎」

60 分

１科目を選択
Ａ～Ｄの選択方法から１つ
Ａ：理科①から２科目
Ｂ：理科②から１科目
Ｃ：理科①から２科目，
理科②から１科目
Ｄ：理科②から２科目

理科 ①
②

外国語

「物理基礎」「化学基礎」
「生物基礎」「地学基礎」

２科目
100 点

２科目選択
60 分

「物理」「化学」
「生物」「地学」

１科目
100 点

１科目選択
60 分

２科目
200 点

２科目選択
130 分（解答 120 分）

「英語（リーディング，
リスニング）」

各 100 点 リーディング 80 分
計 200 点 リスニング 60 分

「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」

200 点

１科目選択

80 分

模擬試験について
これまで，模擬試験が３回行われました。全統高１模試
（希望者），高１駿台全国模試（希望者），そして，進研模
試（全員）です。模試を受験することによって，「現在の実
力の確認」「弱点の洗い出し」ができますし，試験慣れにも
つながります。４学年の生徒の学力はこれからもどんどん上
がっていきます。ぜひ，チャレンジ精神をもって，意欲的に
取り組んでほしいと思っています。
進研模試では，デジタルサービス「マナビジョン」が活
用できます。模試の前に志望校や目標点数を登録し，受験
後すぐに自己採点を入力します。紙の成績表返却よりも早
く結果を確認でき，結果に応じて復習することもできます。
事前にログインカード（学校コードとＩＤ）を配付してい
ますので，お子さんと一緒にご覧ください。Benesse の「学
力推移調査」「進研模試」では，ＧＴＺ学習到達ゾーンとい
う指標があります。参考にしてください。
＜進研模試日程（全員受験）＞
○第１回
７月 ２日（土）
○第２回 １１月 ６日（土）
○第３回
１月２１日（土）
＊その他の模試（希望制）については，その都度案内し
ます。

ＧＴＺ学習到達ゾーン
Ｓ１

東大・医学部医学科合格レベル

Ｓ２

難関大合格レベル

Ｓ３

難関大合格レベル

Ａ１

難関大挑戦レベル

Ａ２

国公立・中堅私大合格レベル

Ａ３

国公立・中堅私大合格レベル

Ｂ１

国公立・中堅私大挑戦レベル

Ｂ２

国公立・中堅私大挑戦レベル

Ｂ３

４年制大挑戦レベル

Ｃ１～ ４年制大挑戦レベル～

