
                                                   

兵庫県立柏原高等学校 73回生 学年通信 

     ｢創｣        ≪第３４号≫ 令和２年４月１６日発行 

こんな時だからこそポジティブ・シンキング!! 
 自宅待機が３月３日から始まり、延べ４０日以上授業が出来ていません。世の中は、新型コロナウィルス感染防止

のため、自粛・停滞・不安などなど、ネガティブな言葉やニュースが蔓延しています。自分たちの日常を考えても、

外出が制限されているし、学校で友達と会うことも話すこともできない、体を思いきり動かしてストレスを発散する

こともできない。普通にあった、普通にできたことが出来ない毎日が続いています。 

なにも大きな変化や刺激があるわけではなく、同じ毎日が続いていると感じていた日常が、いかに有難い日々だっ

たかをつくづく感じる毎日です。そんな時、どうしてもこの不自由な毎日に不平不満を感じ、ネガティブになりがち

です。 

でも、こんな時だからこそポジティブに今の状況を考えてみましょう。物事には、全て表と裏があるように、日の

あたるところと影になるところがあるように、見方によってはプラスにもマイナスにも見ること・考えることが出来

るはずです。 

 では、今の状況をポジティブに考えてみましょう。 

①こんなに潤沢に自由に使える時間があるのは、人生の中でもめったにない。（一番長い夏休みでも、補習やクラブや

家族・友人とのイベントで本当に自分が自由に使える時間はこんなにはないはず。） 

②外からの誘惑が少ない。（行事・イベントや友人からの誘いや付き合いが少なくなったはず。） 

③スケジュールに追われない。 

④他と比べることが少ないので、焦ったり慌てたりする必要がない。 

⑤何気ない日常の大切さを再確認することができた。あわせて、そういう毎日を送らせてくれていたことに感謝でき

る。 

⑥コロナに負けない為のいろんな分野のいろんな人の働きかけや協力を力強く感じられた。（逆に情けない行動をする

人を見て、我が身を振り返ることが出来た。） 

⑦自分の力を確認できる。（学校に行ったり、人に会うことで弱い自分をごまかせない。） 

 他にもまだまだメリットはあるはずです。今の自分の生活をもう一度見直してみてください。上手くいかないこと、

不自由なことなどデメリットは、見方を変えれば必ずメリットの部分が見えてくるはずです。デメリットの理由を考

え、言い訳を見つけようとするからネガティブになるのです。つまり、出来ない・やらない今の自分を納得させるた

めの方法です。その今を耐えて動き続けることで、変わっていく・力をつける未来の自分を考えて、休業中の生活を

自分にとってプラスのものにして下さい。 

 こんな時だからこそ、ポジティブで行きましょう!! 

 

各教科からの自宅学習についてや教科のアドバイス 
英語科より:メールによる提出課題です！提出期限 4月 21日 

今学期はテストができるかわかりませんので、このような「オンライン課題」を評価します。 

How have you been? I guess you are tired of studying at home all by yourself. We will give you a FUN homework. 

You like watching YouTube, right? Watch the YouTube movie about pandas and answer the following questions.  

You have to send e-mail to kaibara73english@gmail.com 

 

１ Giant Pandas 101/Nat Geo Wild 

https://www.youtube.com/watch?v=dqT-UlYlg1s 

を見て、以下の質問に日本語で答えなさい。 

1 パンダはなぜそんなに笹を食べるのですか？ 

２パンダは、食べている時以外は何をしていますか？ 

３パンダの赤ちゃんの特徴を四つあげなさい。 

４パンダの毛皮が白、黒なのはなぜだと考えられていますか？ 

５パンダにとって何が一番の問題だと言っていますか？ 

https://www.youtube.com/watch?v=dqT-UlYlg1s


６このビデオを見て、新しく知ったことや、考えたことを 3つの英文で書きなさい。 

 

提出の際、メールのタイトルにクラス、出席番号、名前を明記してください。質問やコメント、言いたいことがあれ

ばついでにどうぞ！提出はこちら kaibara73english@gmail.com 

 

国語科 臨時休業中の学習について 

１ 休業中の課題と受験勉強のバランスが大切です。休業中の課題は以下の通りです。 

⑴ 課題考査（プリント） 

⑵ 新学期の授業の予習 

  ① 古典Ｂ・・・『蜻蛉日記』「うつろひたる菊」・『和泉式部日記』「夢よりもはかなき世の中」 

  ② 現代文Ｂ・・・『写真の持つ力』長倉洋海・『言語が見せる世界』野矢茂樹 

  ③ 発展国語・総合国語・・・「基礎からのジャンプアップノート古典文法演習ドリル」  

※未配布なので今はできません。 

※プリント（課題考査２つと現代文）は次の登校日（未定）に提出してください。 

２ 今学習してほしいこと（受験勉強） 

 ⑴ 覚えること（基礎基本の定着） 

  ① 古文単語 ② 古典文法 ③ 漢文句法 ④ 漢字・現代文キーワード 等 

 ⑵ 考える力をつけること（問題集などで） 

  ① 現代文・・・論理展開などを考えて読解をする 

          様々なジャンルやテーマの文章を扱った問題を解きましょう。 

② 古典・・・古文・漢文読解（いろいろな問題を解けば解くほど身に付きます） 

３ 学習方法（現代文・古典それぞれ１日１題は解く・隙間の時間で反復練習） 

 ⑴ 反復練習・・・単語・文法など覚えなければならないことは反復して定着させる。 

※今の時期が最後のチャンスです。 

 ⑵ 問題演習・・・問題集などを解き、解説をしっかりと読んで理解する。 

※解くだけで終わらないこと。 

※覚えたことを応用できるようになりましょう。 

 ⑶ ネットで授業などの動画を観る・・・隙間の時間を利用しましょう。 

※これがメインにならないように。 

４ 問題集の選び方 

解説が分厚いものであれば、基本的にはどの問題集でもＯＫです。 

５ その他 

   ・毎日その日の計画や目標を立ててから取り組みましょう。何となくだらだらとやらない。 

    （「今日は古文単語〇個覚えてから、問題を解いてみよう」・・・など） 

   ・毎日やったこと（できたこと）を記録に残しましょう。 

    単語や文法などを覚えるために何度も書いたものをためておくだけでもＯＫです。 

積み重ねたものが目に見えることで、達成感が得られ、モチベーションの維持につながります。 

６ 学習中何か分からないことや質問があれば、kaibara73kokugo@gmail.com までメールしてください。 

 

自宅学習期間中の学習方法（数学科） 

73回生 数学科 

《数学に関する質問の受付》 

数学の内容に関する質問、勉強法など何か不明な点があればメールで相談してください。 

柏原高校数学科の教員が質問に答えます。 

メールアドレス：hakko.math.shitsumon@gmail.com 

《大学受験に向けて》 

皆はもう 3年生、受験生です。その自覚はありますか？？ 

mailto:kaibara73kokugo@gmail.com


この自宅学習中の学習の取り組みにたいする意識の差により、身につく力が大きく異なります。中途半端な取り組

みでは必ず集団の歩みから遅れをとってしまう結果に繋がります。 

まずは意識の改革を行い、第一志望（Target）を確定して、受験生としての覚悟を持つこと！ 

ただ、○○大学に行きたい！と言うことは簡単ですが、本気で行きたいと思っているでしょうか？ 

また、○○大学のことをどれぐらい調べていますか？ベネッセが作ったランキング表の偏差値はあくまでも「目安」

です。 

偏差値以外に大学の立地条件、学費、研究力、大学院進学率、著名な教授、国際性、就職状況 etc...ホームページ

で簡単に調べられます。そして最後に実際にキャンパスに行ってみて感じた印象が大切です。受験勉強の合間にオー

プンキャンパスや学校祭へ出向き、来年の春にその大学へ通う自分を想像してみましょう。 

そしてできるだけ明確な将来のビジョンを描き、心からこの大学へ行きたいと思う大学を一つ決定すること。それ

が第一志望(Target)です。 

次には Strategy（戦略）を練りましょう。第一志望の大学へ入学するためにはどういう入試方式があり、共通テスト

で課される科目、2次試験で課される科目は何か。合格最低点や難易度はどうかそれを踏まえて各科目ごとの目標点

を設定する。 

さらにはそれぞれの科目で合格点をとるにはどうすればよいか Tactics（戦術）を練ろう。 

時間のある今のうちに是非調べてみて欲しい。 

《発展数学・数学研究》 

使用テキスト：1・2組 ニュースタンダード数学演習ⅠA＋ⅡB 

       3～6組 ニューステージ数学演習ⅠA＋ⅡB 

ニュースタンダード：CHECK＆REVIEW「教科書の内容のおさらい（かなり基本的！）」 

          CHECK「入試の基本」…この問題を主に授業前半（夏休み明けまで） 

          TRIAL「センター試験過去問」…授業後半（夏休み以降） 

実践問題「共通テスト試行問題、予想問題」…授業後半（夏休み以降） 

ニューステージ：  CHECK「教科書の内容のおさらい（かなり基本的！）」 

          STEP「入試の基本」…この問題を主に授業前半（夏休み明けまで） 

          TRIAL「センター試験過去問」…授業後半（夏休み以降） 

実践問題「共通テスト試行問題、予想問題」…授業後半（夏休み以降） 

 

 

 

 

演習形式の授業の受け方 

※必ず事前に問題を解き、予習をして授業に臨む 

《予習のやり方》 

教科書、参考書を近くに置いておく。 

☆何も見ずに 10分考える。分からなければ教科書を見て参考にして再度考える。 

☆別冊解答を見る。解答の流れを確認して解答を閉じる 

☆再度何も見ずに解答を再現してみる。以後つまずけば解答を参考にする 

☆別冊解答を見て解いた問題、解答を見ても意味が分からなかった問題に印をつける。 

 

《授業の受け方》 

☆授業で解説を聞き、重要なポイントや使った公式、教員が板書した参考事項などをノートに記入する。赤ペンなど

を用いて見やすくなるように工夫する 

１ 小テスト（5分）1・2組 CHECK＆REVIEW，3～6組 CHECK問題から 1題出題 

  その後相互採点 

  〇事前に解いた問題を見直し、必ず満点を取ること。 

教科書の例題の確認なのでこれが解けないと入試のスタートラインにも立てない 

  〇分からない場合は教科書の似た類題を探して参考にする 

２ TRIAL問題と STEP問題を演習する（ニュースタンダードは※の問題） 

  〇教員が解説するときは手を止め、解説を集中して聴き、補足事項を赤ペンでノートに記入する 

  〇ニュースタンダードは定期考査の出題範囲には※のついていない問題を含めるので問題集左半分の問題は全て

演習しておく 

「ⅠA」および「ⅡB」で授業ノートをそれぞれ一冊準備すること 



３ テスト前 

  テスト範囲の問題で間違えた問題を 2～3回演習する。考査当日には授業ノートを提出する 

 

（発展数学・数学研究選択者への課題）ノートを「ⅠA」「ⅡB」でそれぞれ一冊準備 

5月 11日（月）までにニュースタンダード CHECK＆REVIEW 

ニューステージ CHECKを全て終わらせる。 

また、小テストで完璧に解けるように復習しておく。 

 

ノート提出（数学Ⅲ選択者への課題） 

「共通テスト分野別演習ⅠA・ⅡB」 5月 11日（月）に提出 

最低限 9章まで終わらせる。できれば 13章まで終わらせる。 

 

 

 

日本史 B／世界史 B 

 すでに連絡した課題にしっかり取り組むこと。授業再開時にスムーズに進めるように予習をしておくこと。 

 今から夏にかけて３年生がすべきことは、２年生の学習内容を今一度自分の中でまとめ直すことです。２年生の学

習内容が確実に体系的知識として頭に入っているという状態にもっていかなければいくら演習をしても意味がありま

せん。教科書を熟読し、自分のノートを作るのが理想です。 

 

休校期間中の物理の学習について（４月１６日～５月６日） 

１ セミナー追加課題 

 １組：セミナー２・３ 基本例題，発展例題（発展問題もやればよい） 

 ２組：セミナー９・10 基本例題，基本問題（発展もやればよい） 

２ 第２章 音 の学習 

 １ 音の性質 

  ① NHK高校講座 物理基礎 2学期「音のちがいを決めるもの～音波～」を観る。 

   （検索して探してください） 

  ② 教科書を読み，自分でノートをつくるなどして学習する。 

    教科書の問・例題・類題を解く。 

  ③ セミナー15 362～368を解く。 

 ２ 発音体の振動と共振・共鳴 

  ① NHK高校講座 物理基礎 2学期「弦楽器の音を調べる」「管楽器の音を調べる」を 

観る。 

  ② 映像授業サービス try it 高校理科通常学習編物理「弦に生じる定常波の波長」「弦の固有振動数・共振現

象」「気柱に生じた定常波の波長」「気柱の固有振動数」を観る。 

  ③ 教科書を読み，自分でノートをつくるなどして学習する。 

    教科書の問・例題・類題を解く。 

  ④ セミナー15 369～376を解く。 

＊NHK高校講座は物理現象の理解によい。Try itは数式の理解や問題の解き方を理解するのによい。したがって両方

とも参考にすることが望ましい。 

＊Try itは会員になってもよいし、YouTube上のものを見てみもよい。 

＊質問や相談がある場合は，hakko7428@gmail.com にその内容を送信してください。できるだけ丁寧に返信するよう

にします。 

mailto:hakko7428@gmail.com

