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思いを馳せる
第 1 学年主任 松本 修子
先日の体育大会を振り返って、
「74 回生に感動した！」これが私の感想です。行
進、応援合戦、バックボード、綱引きなどの競技、どれをとっても１年生らしく精
一杯上級生に挑んでいる姿がありました。清々しく元気な姿でした。また、友達が
出場しているのを心から応援している姿もありました。とても気持ちのいい集団に
見え、感動すら覚えました。
「ありがとう」。
もちろん、表舞台で活躍した人から感動を受けただけではなく、応援リーダーや
バックボードを手伝った人、文化部の人、クラスの保健委員、生徒会役員など、陰
で支えてくれた人がいたからこその感動だと思っています。また、体育大会までの
長い時間に、様々な面で支えてくださった保護者や、悩みを一緒に考えてくださっ
た学年の先生方がおられたからこそ、大きな感動があったのだと思います。そうい
う人達へも、思いを馳せて、心から「ありがとう」
。
さて、今月は、七夕がありますので、万葉集に収録されている歌を挙げておきます。

天の川 霧立ちわたり 彦星の 楫の音聞こゆ 夜の更けゆけば
７月７日の夜に空を見上げながら、七夕伝説に
思いをはせているのでしょう。年に一回だけ会う
ことが許された彦星が、霧の立ちこめる天の川を
渡り織姫の所へ向かう、その船の楫の音が聞こえ
てくるという意味です。視覚や聴覚を働かせて、
遙か遠い宇宙に思いを馳せるということは、とて
も素敵なことです。
今年、夜空を見上げながら、どんなことに思い
を馳せましょうか。
「74 回生が、
“凜”とした姿で卒業するシーン」などがいいでしょうか。
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夏季休業 ～8 月 28 日

👈夏休み前半に三者面談を実施します。

補習 ～31 日

（各クラスで日程が異なります）

保護者の皆様、よろしくお願いします。

生徒会執行部役員選挙（7 月 17 日）
会長
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2 年生が中心となることが多いですが、1 年生でも立候補

副会長
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可能です。「やってみよう」という人は思い切って手を挙

書記
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げましょう。1 年生が加わると、今まで以上に生徒会活動

会計
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が盛り上がるはずです。

＊上記以外に「庶務」という役職があります。庶務は選挙を経ずになることができ
ます。選挙で選ばれた役員とともに生徒会活動を運営していきます。庶務につい
ても積極的に手を挙げてほしいと思います。

進路を見つめる夏にする
これから高校卒業後の進路について考える機会が多くなります。10 月には 2 年生
以降の文系・理系の選択をしなくてはいけません。今から真剣に考えていきましょう。
★進路を見つめるための第 1 弾
「スタディーサポート Planning Book を活用する」
すでに配布している「スタサポ PB」をしっかりと読んで参考にしましょう。
〇宿題：
「スタサポ PB」の進路研究ワーク①～⑤に取り組みなさい。すべての項
目に答えることはできないかもしれませんが、できるだけ、記入しなさい。
提出については、期末考査後に指示します。
★進路を見つめるための第２弾
「模擬試験を受験し、全国の高１生の中での自分の学力を知る」
7 月 12 日に模擬試験（進研学力テストとか進研模試ともいう）を受けます。模
擬試験についての説明を裏面に掲載します。

初めての模擬試験
第 1 学年進路係 坂本秀史
高校生になると、年間 5 回の定期考査のほかに、1 年生では学期に１回模擬試験が
あります。1 回目は 7 月 12 日です。成績には直接関係がありませんが、卒業後の進
路指導はもっぱらこの模擬試験を使って行うので、とても大切な試験です。
定期考査はそれまでに習った少ない範囲で出題されるので、比較的点数をとりやす
く平均点は大体 60 点くらい、易しいテストなら 80 点台になることもあります。で
も、模擬試験は全国の高校生の 7 月時点での学力を測定するので、問題の難易度が格
段に上がります。受験生は 40 万人以上。平均点は 35 点前後。つまり 35 点取れれ
ば、全国平均です。このテストで 50 点取れれば全国でも上位になります。試験時間
は国語と英語が 60 分。数学は 80 分。通常、解ききるのにこれくらい時間が必要な
のですが、多くの生徒にとっては途方もなく長い時間に感じられるでしょうね。ちん
ぷんかんぷんで。2 年生になると、試験時間はもう 20 分ずつ長くなり、3 年生では
数学は 120 分になります。
成績は偏差値という数字で表されますが、それよりも順位を気にした方がわかりや
すいですね。全国 2 万番、7 万番、13 万番が目安です。2 万番は旧 7 帝大レベル（東
大・京大・北海道大・東北大・名古屋大・大阪大・九州大）
。7 万番は地方ブロック大
レベル（広島大・岡山大等）
。13 万番は地方国公立大レベル。1 点の重みが大きくな
ります。平均点前後では 1 点違えば、全国順位は 5000 番から 10000 番違ってき
ます。ピンとこない人は S・A・B・C・D のアルファベットと数字の組み合わせたレ
ベル表示（GTZ）を見てみよう。今のレベルが C1 だった人は次は B3 を目指しまし
ょう。
君たちの学力を最も上げることができるのは、受けた模擬試験をどうするかです。
最低 2・3 回解き直しをし、解説を熟読して、確実に身につけてしまおう。学期に一
度の模試は 1 学期分の学習内容の集大成です。この一回分を身につけることで、1 学
期分の学習内容の重要な部分はほぼ網羅されていると言って過言ではありません。そ
して、卒業まで大切に保管し、2・3 年になってもすぐ取り出して、見直すことがで
きるようにしておこう。そうすれば、学力大幅アップ間違いなし。
★進路を見つめるための第３弾
「オープンキャンパスに参加する」
悩むより行動する方がよい場合もあります。オープンキャンパス（OC）に参加
するのもおすすめです。右側に関西圏の一部の大学について OC 日程を掲載してお
きます。参考にしてください。必ず各大学の HP 等で確認してから行くように。
注意１：国公立大学は事前申し込みが必要な場合が多い。すぐに調べること。
注意２：学部やキャンパスで日程が異なる大学も多い。
注意３：目的を持っていくように。
（スタサポ PB：78～79 ページ参照）

オープンキャンパス日程
神戸大学
兵庫教育大学
兵庫県立大学
神戸市外国語大学
神戸市看護大学
関西学院大学
甲南大学
大阪大学

8/6：経営・医

8/7：法・医・海事

8/8：文・国際・経済・工

8/9：理・農

7/14
7/13･14：環境人間

8/6：国際商経・社会情報

8/8･9：看護 8/22：理・工 8/23：工
8/4･18
8/10･11
7/28：神戸三田キャンパス
8/3：西宮上ヶ原キャンパス 8/4：西宮聖和キャンパス
7/14 8/4
8/6：医 8/7：法・歯

8/8：文・理・薬

8/9：工・基礎工・経済・医

8/10：外国語

大阪教育大学

7/27･28

大阪市立大学

8/8：医 8/4：看護 8/10･11：医を除く全学部

大阪府立大学
関西大学
近畿大学
京都大学

8/2：応用生命 8/3：現代シス・工・緑地・教育福祉
8/4：獣医

8/9･10：看護・総合リハ

7/27：堺キャンパス

8/3･4：千里山キャンパス

8/24：高槻キャンパス
7/21 8/24･25
8/8：文・総合人間・医・薬・農
8/9：理・工・経済・法・教育

京都教育大学

8/20

京都府立大学

7/20：生命環境

京都工芸繊維大学

８/9･10

福知山公立大学

7/20･21

7/21：文・公共政策

同志社大学

7/28：京田辺キャンパス

立命館大学

8/3･4

龍谷大学

8/4：今出川キャンパス

8/3･4 8/24･25

京都産業大学

8/3･4 8/18

奈良教育大学

7/14

奈良女子大学

7/27

和歌山大学

7/14
＊各大学の HP 等で確認してください。

★進路を見つめるための第 4 弾

まずは、期末考査に全力を注ぐこと！！！

