
 

 

 

 

 

１．第 2 回定期考査終了＆7 月模試結果返却 

さて、第 2 回定期考査が終了しました。 

解けなかった問題には必ず理由があります。理由の一つに「勉強したつもりになっていた」はありません

か？勉強は「作業」ではありません。「日々の予習・復習・宿題・小テスト」のサイクルを活用できている

か見直しましょう。藻岩高校は進学校です。日々の学習、定期考査を一つ一つクリアしていけば自ずと受験

に必要な基礎学力がつきます。考査は復習までして完了です。返却されたら早速復習開始です。 

ところで、7 月に受けた進研模試の結果と答案用紙も先週返却されましたね。 

模試受験直後に一度「さらりと」復習をしているはずですが（してなかった人は今からでもやろう）、答

案用紙も返却された今、「じっくりと 2 回目」の復習をする時です。日々の予習・復習・宿題のルーティー

ンの中に、模試の復習も入れましょう。すべての問題を復習するのも良し、デジタルサービスを使えば成績

に応じて優先的に復習すべき問題を示してくれるので、それらに取り組んでも良しです。動画で解説されて

いる問題もあるので活用しましょう。模試は不正解にお金を払っているのですから。 

７月の模試について、国数英の先生方が講評を書いてくれました。 

 

国語 

 

古文に関しては、模試までに習った内容を活かせている人が多かったと思います。漢文の平均点は低いで

すが、７月当時は授業で扱っていなかったので当然です。次回は全国平均も上がることが予想されますの

で、それを越えることを一つの目標にしましょう。週末課題を指示通り丁寧に行うことと、古典文法書・新

明説漢文・古文単語帳・古語辞典をとにかく頻繁に開く習慣をつけることが大切です。模試は、問題本文と

問題の内容、そして現代語訳を繰り返し読み比べ、傍線部の品詞分解もしてみてください。 

 

次回の模試での成績低下が心配されるのは、むしろ現代文かもしれません。現代文の学習は、古典に比べ

ると家庭学習で蔑ろにされがちな傾向があります。しかしながら、言葉や論理を扱う科目のため、おろそか

にしてしまうと他教科の力を伸ばす妨げにもなります。まずは「学習時間を増やす」ことに注力してくださ

い。模試は問題文を読み直し、評論は「大段落」、小説は「場面」に分けてみましょう。その上で「本文解

説」を読み、本文の構造や比較・対立事項を頭に入れてから、あらためて本文を読み返してください。ま

た、読み返す中で意味がはっきりしない単語や、読めない・書けない漢字がないかを丁寧に確認し、あれば

調べたり書き取り練習をしたりしましょう。「“わかったつもり”で妥協せず、自分で調べる・言い換える・

まとめる・考える」ことが大切です。…たとえば上記の「蔑ろ」、何と読むかわかりますか？読めた人、自

分の言葉で言い換えられますか？そういうことです。 
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＜結果を分析する＞ 

下の表は、７月模試の結果の詳細です。ここから何を読み解きますか？全体的に「知識・技能」の基礎基本

【小問集合や各大問の(1)(2)】はまずまず 

その要因は？ 

毎日数学に取り組んでいる結果 

逆に… 

毎日の取組をサボると一気に下降 

ということです。 

 

また、「思考・判断・表現」にあたる

【各大問の(3)】を伸ばしたいところ。 

 
 
 

そして、今回の大問３（お弁当問題）はどうでしたか？「数学を活用する」重要な問題です。 

  

＜大切な事＞ 

★ 日々の課題を”ていねいに”やり続ける   

★ 日常で経験することの中で、図や表にまとめて状況を把握する習慣をつける 

 
 

英語 

（１）全国平均の得点率と比較して高かった
、、、、

問題 

  大問 6B（留学生にどの部活動をすすめるか 30 語程度で理由も含めて書く問題）は、日頃の頑張りの成

果が出ました。全国得点率が 50.4 に対して、藻岩の得点率が 66.8 です。＋16.4 です。コミ英や英表で、

与えられたテーマに対して、即興でまたは準備して、話したり書いたりという活動を繰り返し行っていること

が結果となって現れています。今後の授業では、さらに話せる/書ける内容を充実させていきます。 

（２）全国平均の得点率と比較して低かった
、、、、

問題 

大問 1 Part4（イ）〈リスニング〉 藻岩正答率 10.0 / 全国正答率 20.5  （差）－10.5 

答えは umbrella でした。umbrella を正しく書けましたか？日頃の学習がモノを言います。 

大問 3A 問 4 〈文法・語法〉 藻岩正答率 9.7 / 全国正答率 11.7  （差）－2 

著しく低い訳ではありませんが、動詞 remain の使い方を復習する必要があります。詳細は来週配布の英

語科通信で。 

  

大問

No.
大問名 小問名 配点

校内平均

得点率

全国平均

得点率
校内-全国 観点

１－ア 5 84.9% 73.8% 11.1% 知識・技能

２－イ 5 80.3% 65.1% 15.2% 知識・技能

３－ウ 5 81.5% 67.1% 14.4% 知識・技能

４－エ 5 57.6% 59.1% -1.5% 知識・技能

５－オ 5 56.2% 51.7% 4.5% 知識・技能

(1) 6 77.5% 63.7% 13.8% 知識・技能

(2) 9 44.7% 28.6% 16.1% 知識・技能

(3) 10 16.8% 12.7% 4.1% 思考力・判断力・表現力

(1) 5 33.7% 33.1% 0.6% 知識・技能

(2) 9 5.6% 7.9% -2.3% 思考力・判断力・表現力

(3) 11 2.8% 2.9% -0.1% 思考力・判断力・表現力

(1) 6 83.4% 71.4% 12.0% 知識・技能

(2) 7 48.1% 35.8% 12.3% 知識・技能

(3) 12 11.0% 7.6% 3.4% 思考力・判断力・表現力

１

２

３

４

小問集合

数と式

数と式

２次関数



２．今後の様々な動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/ １(水) 第 2 回目進路希望調査用紙配布 

9/10(金) 探究人インタビュー事前学習「問い出し」 

9/13（月）~17(金) 第 2 回面談週間 

 生活・学習・進路について面談します。模試の結果を

見ながら今後どのように過ごすべきかについても話も

あるでしょう。聞きたいことがある人は、何を聞きた

いのか整理しておくこと。 

9/17(金) 探究人インタビュー 

9/21(火)22(水) 

27(月) 

秋藻戦 

各クラスの底力が試されるとき！ 

勉強も学校行事も全力で楽しもう！！ 

23(木) 秋分の日 

24(金) 秋季休業 

10 月～ 毎週月金でプラクティス(旧学期間講習) 

が始まります！！  

 

10/30(土) 

 

第 2回進研模試 

 

９月１日（水）に「第 2 回進路希望調査」を配布しました。が…、 

大学の情報ってどうやって見つければいいのかな…と悩んでいませんか？ 

 実際どんなことを学ぶの？実際に聞いてみたい！ 

 入試のことや学問の事、実際に大学の先生に質問してみたい！ 

魅力あふれるキラキラし

た探究人による講話＋イ

ンタビュー。日々挑戦し、

学び続けている探究人の

motivative なストーリ

ーを楽しみに！ 

どしどし質問して、探究

人の魅力を聞き出そう！ 

１年次もいよいよ始まるプラクティス！

そもそもプラクティスとは何だろう？詳

細は後日・・・。 

みんなの現時点での学力を診断する大事な模擬試験の 2 回

目です。今から約 2 ヶ月をどう過ごすかが試されます。

日々の学習に加えて、定期考査の復習と７月模試の復習を

組み合わせよう。また、札幌市内（北海道内）の知ってい

る大学だけでなく、日本全国の大学名を志望校欄に書ける

ように調べておこう。 

そんな人はこちら！ 

Just do！ 

調べ方がわからない人はこちら！ 

Just do！ 



３．夢ナビライブ in Autumn（国公私大合同進学オンラインイベント） 

 

夏休み前に進路からお知らせのあった、「夢ナビ講義動画サービス」見てみましたか？ 

そのときの紹介文はこちら ↓  

 

 大学教授による 30 分の講義動画が約 3000 も公開されています。 

  登録すると、自分の興味がある分野を検索して動画を見ることができるだけでなく、 

  大学のパンフレットも簡単に入手することができます。 

   ※国公立大学のパンフは有料多し、私立大学のパンフは大半無料 

 

  後期の探究や面談に備えて、夏休み中に 3〜5 校のパンフレットを入手しておきましょう！ 

  登録方法は、本日配布されるプリントに詳しく載っています。 

 

  ぜひ積極的に「夢ナビ講義動画サービス」を利用して、自身の進路への理解を深める材料を 

  GET して下さい！ 

 

このような講義動画が視聴できます！ 

 

さらに、10/2,3 にはオンラインでリアルタイムイベントが開催されます。（右下の冊子配布） 

 

 講義ライブ 質問対応・研究室訪問 

講義ライブを担当した大学教授と直接オンラインでコミュニケーション 

 オンラインセミナー（大学説明会・学部説明会・入試説明会） 

大学担当者や在学生が特徴や入試のポイントをわかりやすく説明 

 まなびステーション 

大学の先生が学問の魅力を紹介 

 

リアルタイムイベントは予約制 

優先エントリーが 9/8(水)まで ➡こちらから 

 

 

がんばれⅠ年次！ たけたかく藻高生！ 


