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初めての定期考査に向けて ～ 高校生活に慣れましたか？ 

 22 期生の皆さんが淡路高校に入学して、１か月がたちましたが、高校生活には慣れてきましたか？皆さ

んの様子をみていると、多くの人が高校生らしくなってきたように思いますが、個人差もあるようです。

何かの縁で、この淡路高校に集まった 120 人です。この「一期一会」の出会いでできた縁を大事にして、

まだなじめていない人や困っている人の立場や気持ちを、周囲の人が考えて寄り添っていくことで、はや

く全員が高校生活に慣れ、楽しく充実した日々を過ごしていくことができればと願っています。 

 また、10 日間という異例の長さのＧＷ後の学校生活の様子を見ていると、緊張感を欠く生徒が目立って

きたようにも思います。服装やスマートフォンのことなど学校生活上のルールを忘れ、あるいは適当に考

えて、違反をして指導を受ける場面がでてきています。規律・秩序の乱れの中に、充実した楽しい高校生

活はありません。まずは、もう一度ルールをしっかり確認して下さい。そして、指導を受けた時に、言い

訳をしたり、誤魔化したりする場面もあるように聞いています。自分の間違いに素直に向き合えないと成

長がありません。まずは、素直に誤りを認めて、正していくように心がけてください。 

 さて、今回の本題ですが、5 月 21 日（火）から、高校に入って初めての定期考査である一学期中間考査

が始まります。定期考査の結果は、成績をつけるうえで最も大事な判断材料になります。そして、皆さん

が 3 年次になって、具体的な進路実現に向かうとき、必要となる書類に調査書がありますが、そこに記載

される成績は、1 年次から 3 年次までのすべての科目の成績となります。進路先決定において調査書の中

でも重視されるであろう評定平均も、3 年間のすべての科目の成績の平均です。3 年次になって、「さあ頑

張ろう」と思っても、1 年次や 2 年次の成績は変わりません。自分の望む進路を実現するためには、一回一

回の定期考査に真剣に取り組み、悔いのない結果を出していくことが大切です。最初の中間考査をうまく

乗り切ることで、自信をつけて、順調に高校の学習に取り組んでいくことを期待しています。                                            
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受験の注意事項 

１．不正行為の禁止 

カンニングは厳禁です。その時間の科目は０点の扱いになります。 

携帯電話の所持もカンニングとみなされます。必ず電源を切ってカバンの中へ入れましょう。 

２．遅 刻 

遅刻する場合はかならず学校へ連絡をください。試験開始後２０分を超えると受験できません。 

３．欠 席 

必ず保護者から学校に欠席連絡をしてもらってください。 

正当な理由がない場合は追試を受験できません。(体調不良で欠席した場合、通院したことがわかる 

日付の入った書類（病院のレシートや薬袋など）をもってくること。) 

４．退 室 

途中退室は認められません。ただし、どうしてもトイレに行きたい場合は申し出ましょう。 

５．その他 

荷物は教室の前後に置きます。机の中は空にし、机の上は筆記用具のみ置くことができます。 

試験中の文具の貸し借りや私語は禁止です。出席番号順に５分前に着席しておきましょう。 

 

１学期中間考査 時間割 

 ２１日（火） ２２日（水） ２３日（木） ２４日（金） 

１限 

8:45～9:35 
国語総合(現) 数学Ⅰ 化学基礎 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 

２限 

9:50～10:40 
現代社会 家庭総合 国語総合(古) LHR 

※注意  考査中は時間帯が変更になります。 

 

１学期中間考査 範囲一覧 

科目 範囲 提出物 

国現 

教科書 P.10～P.14 「世界は一つのクラスルーム」 

    P.48～P.51 「ものづくり」 

漢字クリア P.12～P.15 第５・６回 ７級⑤・⑥ 

現国ファイル 

国古 

・歴史的かなづかい、いろは歌、有名作品の冒頭部分、    

月の異名 

※歴史的かなづかいは、授業中に扱っていない言葉も出すの

で、かなづかいの決まりをしっかり覚えておくように！ 

授業ノート 

日本史A テストなし その分、レポート課題を提出 レポート 

現社 

情報化の進展（教科書 30～34 頁、授業プリント４） 

青年期の意義（教科書 36～47 頁、授業プリント２・３） 

よく生きるとは（教科書 48～51・54・55 頁、授業プリント５） 

復習プリント 

（授業中に配布） 

数Ⅰ 

パラレルノート p.2～25（ただし p.20(2)(4), p.21の 42, p.22 の

44 と 46 と 47(2), p.24(4)～(7), p.25 の 52 は除く） 

テストの日の放課

後にパラレルノー

ト・授業ノート提出

(数学係が集める) 

化学基礎 

◎教科書 P.12 ～ P.20 の C 同素体 まで 

◎プリントNo.1 ～ 3 、周期表暗記プリント 

◎問題集 P.6、7、8 の 9.まで 

※提出物はテスト当日しか受け取りません 

①プリントを整理

したファイル 

②問題集 

※どちらも記名忘れず 

コミュ英 

教科書 Pre-Lesson1, Pre-Lesson2, Lesson1 

ワークブック p.10-19 ブリッジワークブック p.16-35 

朝学第１回～第３回の範囲 

ブリッジワークブ

ック 

家庭総合 

・家庭総合プリント 

①「オリエンテーション」～⑦「家族に関する法律」 

・教科書(p.4～17) 

未提出のプリント 

 

注１）５／２４（金）考査ＳＨＲ終了後、入学前に採寸した夏服の販売があり 

ます。代金と引き替えなので、代金を忘れないようにしましょう。 

注２）５／２７（月）・６／３（月）のお昼に、水着の追加販売があります。 

必要な人は、この日に購入することができます。 

 



進路指導部より  進路指導部では、よりよい進路実現のためにさまざまな情報を提供していきます。自

分のための進学・就職です。人任せにせず、将来のことをよく考えて行動してみましょう。進路指導室を

上手に利用し、自分の進路を実現させてください。 

 

○進路指導室の場所 
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○進路指導室（進路情報室）の利用法 

１．開室:８時２０分～１６時５０分（職員がいる場合は１６時５０分以降も開室しています。） 

 

 

２．進路指導室の入り方 

※日頃の礼儀作法やマナーがあなたの夢を実現させます。次のことを心がけてください。 

入室前 服装を正す。ノックを３回してから「失礼します。〇年〇組の○○です。」と言う。 

入室後 誰にどのような用件があるのかを伝える。 

退室時 「失礼します。」「ありがとうございました。」と言う。 

 

 

３．閲覧資料 

・各大学、短期大学、専門学校の学校案内、募集要項 

  ・赤本などの入試過去問題   ・就職試験の過去問題 

・教科の参考書、問題     ・先輩の受験報告 

・会社案内、求人票      ・就職、公務員関係の書籍 

 

４．利用上の注意 

・資料閲覧後は必ず元の場所へ 

各大学、短期大学の学校案内、募集要項などの資料は、分類整理してあります。次の人のことを

考え、閲覧後は必ず元の場所に戻しましょう。 

・室内の資料は持ち出さない。 

室内の資料は絶対に持ち出さないでください。持ち帰ってもよい資料は廊下に置いておきます。 

  ・進路情報室内での飲食厳禁 

・大きな声でのおしゃべり厳禁 

    進路指導室、進路情報室はお客様が来室されることが 

あるので静かに使用しましょう。真剣に進路を考える 

場所です。人に迷惑をかけないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５月 

１７日(金) PTA第１回代議員会（19:00～） 

２０日(月) 短縮授業 40分×4限、LHR 

２１日(火) 中間考査（～２４日(金)） 

２４日(金) 考査後夏服購入、PTA第１回本部役員会（18:00～）・第２回代議員会（19:00～） 

２９日(水) 教育相談（14:00～） 保護者の方もご利用いただけます。予約が必要です。 

３０日(木) 午前中授業、午後 PTA総会 

３１日(金) 全校集会（創立記念日の意義を込めて） 短縮授業 40分×6限 
 
６月 

 １日(土) 創立記念日 

 ５日(水) 眼科検診、生徒総会・家庭クラブ総会  

 ６日(木) 耳鼻科検診 

１１日(火) 歯科検診（１－２、１－３数学西岡先生クラス） 

１３日(木) 教育相談（9:00～） 保護者の方もご利用いただけます。予約が必要です。 

１７日(月) 夏服期間（～９月２４日(火)） 

１９日(水) 合唱コンクール 

２１日(金) PTA部活動振興会・第２回本部役員会（18:00～）・第３回代議員会（19:00～） 

２５日(火) 教育相談（14:00～） 保護者の方もご利用いただけます。予約が必要です。 

２６日(水) ３年次地域清掃 
 

進路指導部長 井上徳和先生 

企業が就職する生徒に求めることは、人柄と基礎学力だそうです。どちらも日々の積み重ねによって培わ

れるものです。学校のルールを守り、真剣に授業を受け、何事にも協力してください。また、進学を考え

ている皆さんは、その先の就職まで考えましょう。その職業に必要な資格や技術を学べる進学先を選んで

ください。「なんとなく」「とりあえず」は貴重な青春時代をダメにします。自分に合った職業・学校選

びをしましょう。 

 

進路指導部 森川裕子先生 

進路指導を担当する森川です。よろしくお願いします。 

１学期が始まり新しいクラスに慣れたころですが、自分から挨拶（読めますか？）していますか。提出物

の締切を守っていますか。欠席・遅刻していませんか。日々の生活の中に、進路実現の鍵は隠れています。

社会に出たときに信頼されるよう、生活習慣や基礎学力を日々高めていって下さい。 

 

進路指導部 蓑内賢次先生 

今年より着任した蓑内です。よろしくお願いします。 

さて皆さんは義務教育を終え、大人への階段を一歩ずつ進めています。高校は人生の中でも重大な意味を

持つ分岐点です。高校生活をどのように過ごすのかを見通しを持てるように取り組みましょう。また学校

生活すべてにバランスよく取り組み、自信をつけ、自分の中にある「いろんな顔」を見つけてください。 

今後の予定 ※変更があれば、その都度 SHRなどで連絡します 


