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<進路目標・志望校を見据えた取り組みを>
今後の主な進路関係行事
【１０月の予定】
1(月)

第 3 回定期試験

～５(金)
３(水)

９/１代休

６(土)

小論文課外③

12(金)

進路講演会③
職業人講話②
進路希望調査①②

13(土)
14(日)

進駿記③駿台①②
大学別模試③

19(金)
20(土)
21(日)

ｻｲｴﾝｽﾌｫｰﾗﾑ②
全統記述模試③
大学別模試③

23(火)

三者懇談期間①②
［～ 11/15］
親からのメッセージ
2018 ①
大学別模試③
県高校新人大会
学校創立記念日

26(金)
27(土)
～ 28(日)
29(月)

【１１月の予定】
３(土)

進研模試①
進研模試②
［～４(日)］
進研駿台ﾏｰｸ模試③
［～４(日)］
大学別模試③
［～ 4(日)］

８(木)

芸術文化祭

10(土)

グランドステージ
土曜課外①②
土曜講座①
登校学習会②
大学別模試③
［～ 11(日)］
大学入学共通テスト
試行調査

16(金)

ｻｲｴﾝｽﾌｫｰﾗﾑ②
科目登録締切①②

17(土)

土曜課外①②
土曜講座①
登校学習会②

19(月)

試験時間割発表

27(火)

第４回定期試験
［～ 30(金)］

※○数字は学年を示します

2 学期がスタートしてから１ヶ月が過ぎ、あっという間に 10 月を迎えようとし
ています。各学年において、この 2 学期は重要な意味を持つ学期となります。
1 年生は、今後の進路に大きく繋がる文理選択が控えています。誤った文理選択
をしてしまうと、2 年後の受験において、とても難しい状況になりかねません。高
校に入学してこれまでに行われてきた進路行事や、懇談、試験等を踏まえ、自分の
将来や適性をしっかりと見据えたうえでの選択ができるよう取り組んで欲しいと思
います。次へ踏み出す大事な一歩となりますので、ぜひ、担任の先生や、保護者の
方ともよく話をしながら進めてください。
2 年生は、生徒会行事をはじめとする各種行事を 3 年生から引き継ぎ、中心とな
って取り組んでいくことになります。これまで、甲府南高校で培ってきた力を思う
存分発揮するときが来ました。ぜひ、55 期生の色を出した活躍を期待しています。
それとともに、科目登録も行われます。今回の科目登録は、受験や進学後にも関わ
ってきますので、自分の進路をしっかりと見据えた上で行うことがとても大切にな
ってきます。目指している進路先の受験科目は当然ですが、進学してからも通用す
る力(受験科目になくても、大学等で必要となってくる科目もあります)を付けるべ
く選択を行ってください。目先だけのことで決めてしまうと、せっかく進学しても
「こんなはずじゃなかった」ということにもなりかねません。分からないことは担
任の先生とよく相談してください。また、進路室には、進路情報が満載ですので、1，2
年生は、この機会にぜひ進路室にも足を運んでみてください。
3 年生。いよいよ夏休みが終わり、受験が近づいてくることを日 1 日と実感し始
めているのではないでしょうか。2 階のエレベータ前のセンター試験までの日めく
りカレンダーも「センター試験まであと 113 日。時間を大切にして頑張ろう」とい
う言葉が書かれています。日 1 日と受験は迫ってきていますが、時間は誰に対して
も公平に 1 日 24 時間与えられています。昨年度 3 学年の集会の折に、進路指導部
の先生が「勉強の中に生活を入れる」というお話をしてくれました。3 年生にとっ
て、これからは 1 日のほとんどの時間が勉強に充てられます。その中の決まった時
間に生活、つまりご飯を食べたり、お風呂に入ったり、睡眠をとったりということ
を入れていく、そうすることで「時間を大切にして頑張れる」のではないでしょう
か。ここからは、焦りが一番禁物です。やった分だけ、必ず力は付いてきます。な
かなか思うように伸びず苦しい思いをしている人も
いるかもしれません。実は昨年度の 3 年生(おそらく
例年)もそうでした。そんな時こそ、「学校で」｢みん
なで｣「頑張り抜く」ことで、最後には笑顔で次への
ステップに進んでいった生徒がたくさんいました。
ぜひ、今年の 3 年生も、「学校で」「みんなで」「頑張
り抜いて」もらいたいと思います。そして、少しで
も「不安」があったら、担任の先生と話をしてくだ
さい。学校でみなさんのことを一番見ていて、思っ
ているのが担任の先生です。よく話をする事で、お
互い分かり合え、より良い受験ができていきます。
進路室も、新しい「赤本」を用意していますので、
今まで以上に 3 年生のみなさんも進路室を利用して
ください。
いよいよ学校生活も折り返し地点を過ぎ、後半戦に入りました。それぞれの学年
が、次へと繋げるために大切な学期となります。前半戦を振り返り、落ち着いて「地
に足を付けて」頑張って欲しいと思います。

<９月の進路関係行事から>
3 年生対象では、9 月 5 日(水)に「小論文・面接説明会」、9 月 21 日(金)に「プレゼン講座」を行いました。
これから本格的に始まる推薦・AO 入試においてはもちろん、一般入試においても、小論文・面接を課す大学
が増えてきています。また、小論文・面接においての質問内容の中には、学力を確かめるものも含まれるこ
とがあります。これは、大学側が新テスト(現 1 年生から施行)に向けて、徐々に移行している現れかと思われ
ます。「小論文・面接説明会」では、そのことも踏まえ卒業生の体験談で、小論文に学力試験を、面接に口頭
試問を課された内容も語ってもらいました。その後、担当教員からこれからの流れを説明してもらいました。
「プレゼン講座」では、講師にさんぽうの坂巻透先生をお招きし、実際に 3 人の生徒と模擬面接を行うこと
で、どういった所に注意しながら面接に臨むかということについて熱心に指導して頂きました。また、9 月 7
日(金)には、来年の 1 月 19 日(土)・20 日(日)行われる「センター試験説明会」を行いました。現役生は、学校
一括での出願となりますが、本校では 10 月 1 日(月)(大安)に出願する予定です。これを皮切りに、出願等を含
め入試が本格的に始まります。ぜひ、不備が無いよう念には念を入れて、余裕を持って対応してください。
2 年生対象では、9 月 21 日(金)に小論文ガイダンスを行いました。第一学習社の川脇裕子先生をお招きして、
小論文の書き方について、どんなことを踏まえどんな点に注意して書くか等、細かく指導して頂きました。
小論文は、ますます入試に課されていくと思われます。早めにその対応を
しておくことで、さあというときに素早く対応ができます。学習はもとよ
り、新聞や本を読むことで、時事について知り、知識を深めておくことが
必要となってきます。
また、1、2 年生対象の土曜課外、講座(1 年生対象)、登校学習会(2 年生対
象)が 9 月 8 日(土)より開始しました。(全 10 回)例年企画している土曜日の
進路行事ですが、毎年この行事を活かして多くの生徒がこれからの学習に
繋げ学力を向上させています。今年度も、しっかりと受講し、さらなる飛
躍を期待しています。

◇◆◇ １年生文理選択・２年生科目登録 ◇◆◇
9 月から 1，2 年生には来年度の履修科目登録を開始しました。特に１年生の多くは進学のための受験を
イメージして、いわゆる文系・理系の選択をしなければなりません。懇談を通じながら担任の先生と情報
交換を密にしてほしいと思います。本来は、学びたいという観点で履修科目を選択できるのが高校教育の
システムでなければならないのですが、上級学校への進学を考慮すると、どうしても受験科目、さらには
進学後の学習との関連をみながら選択しなければならないのが現状です。科目選択を考えるのには、自分
の志望校や少なくとも志望学部や学科については明確にしておくことが大前提になります。将来に向けて
重要な選択でもありますので、ご家庭でもしっかりと相談してください。

<2学期の勉強時間は1日平均どれくらいでしたか？>
<<河合塾>>Kei-net より
＜平日＞
＜休日＞
上位… 5.5 時間 (5.0 時間)
上位… 9.4 時間 (8.7 時間)
中位… 5.5 時間 (4.8 時間)
中位… 8.9 時間 (7.9 時間)
下位… 5.1 時間 (4.3 時間)
下位… 8.0 時間 (7.1 時間)
-------------------------------※( )内の数字は、１学期の１日平均勉強時間
※秋の時点での学力レベル別に見たもの
上位：偏差値 57.5 以上 中位：偏差値 45.0 ～ 57.4 下位：偏差値 44.9 以下
2 学期は 1 学期と比べると、平日で 0.5 ～ 0.8 時間、休日で 0.7 ～ 1.0 時
間勉強時間が増えています。学力レベルで比較すると、休日ではまだ 1 時
間半ほど差がありますが、1 学期に比べて差が小さくなったことが分かり
ます。これからは自分にとって必要な学習内容を見極めたり、限られた時
間の中でいかに集中して勉強するかといったことが重要になってきます。
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