高校３６期生 第９号
２０１５年１０月５日

学年目標 『自他共に尊重し、逞しい心をもって、自ら考え、行動する集団に』
～ チーム 36 期 ～
１０月に入って衣替えとなり、秋らしく清々しい空気を感じながら落ち着いて学習や部活動に取り組める季節にな
りました。学校のメイン行事である文化祭では、普段の授業での顔とはまた異なり、それぞれクラスや部活動で生き
生きとした姿を見せてくれています。高校棟の学年フロアでは、どのクラスも工夫を凝らした個性豊かな発表になり
ました。しっかりとした取り組みで、来場者の方をもてなす一定レベルの発表はできていたのではないでしょうか。
当日の発表はもとより、準備の過程で話し合い、意見を出し合い、力を合わせて一つのものを創り上げる経験そのも
のが財産になります。次年度に向けては、さらに文化的色彩を帯びた深みのあるものを期待しています。
さて、秋休みが明けるといよいよ次年度の文理選択を決定する時期になります。将来の道を決める一歩となる大切
な選択です。まだ決めかねている人も、保護者の方ともよく話し合い、よく調べたうえで考えをまとめておいてくだ
さい。学校でも、１０月中旬に次年度授業選択の説明を行い、担任と生徒本人との面談を実施します。その後、１１
月に面談週間がありますので、必要に応じて保護者の方との面談もいたします。
文理選択までの流れ
１０月９日（金） 進研模試（スタディサポート）返却は約一か月後
１０月１５日（土） 保護者会（次年度カリキュラム説明）
１０月１７日（月） LHR にて次年度カリキュラム説明（個人面談開始）
１１月９日（月）～１４日（土） 個人面談週間（その後、希望者保護者面談）
１２月上旬 次年度文理選択、GS クラス希望票を提出

詳細はプリントをご覧ください

英語
テキスト GRASP の p34~39 を解き、自分で答え合わせをする。秋休み明け 10 月 10 日（土）に各クラスで番号順に集め、
英語表現の先生に提出する。
数学
模試対策の問題１セットを、B5 レポートまたはルーズリーフに解いて、採点・復習を行う。
選択問題も全て解くこと。プリントは組・番・氏名を記した表紙をつけ、ステープラーで
留めたものを提出。 【提出日：10 月 15 日（木）模試終了後】 各クラスで数学係が回収・提出

この課題以外に、後期に向けて取り組んで欲しいものとしては次のものがあります。
・授業担当の先生からの課題（クラスにより異なる）
・短期攻略センターⅠA 演習
…夏課題を続けて取り組みましょう。11 月中に全体の 4 分の 3 を終えるのが目安です。
・受験サプリ…習熟の度合いに応じて
物理基礎（自主課題）
○リピート＆チャージ P.26～
○受験サプリ高３スタンダードレベル物理
第４講 運動方程式・第３講 摩擦力
○受験サプリ高３トップ＆ハイレベル物理
第４講 摩擦力・第３講 運動方程式・第２講 力のつりあい
※受験サプリテキストは４F ホワイトボード前に準備してあります。
以下ＧＬのみ
○前期期末試験復習
○秋休み明け（の授業のどこか）で運動方程式に関する小テストを実施します。授業であつかったような基本パター
ン（前期末の２レベル）を出題します。次年度物理を選択する予定の人は確実に得点できるようにしてください。
化学基礎
提出する課題はありません。フォローアップドリル（高入生１冊、ＧＳ，中入生２冊）の内容に不安のある人は、
そちらを繰り返し解き直して、基礎をしっかりと身につけておいてください。

詳細はプリントをご覧ください

後期より冬時間になり、下校時間が１７：４５になりますが、以下のイブニングレッスン（補習・講習・指定場所
での自習）に参加の生徒は、申し出により夏時間と同様の１８：４５下校まで、学校で学習できます。
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日程：Ａ週の講座：第１回 10/14(水)～20(火) 第２回 10/28(水)～11/2(月)
第３回 11/16(月)～20(金) 第４回 12/9(水)～15(火)
Ｂ週の講座：第１回 10/21(水)～27(火) 第２回 11/9(月)～13(金)
第３回 11/24(火)～30(月) 第４回 12/16(水)～21(月)

①受験サプリを活用した英語基礎徹底補習。指名者を対象におこなう。2 週に 1 度の補習であるが、行事と重なる場
合には、2 週続けておこなう場合もある。
②ＧＬクラスの古文の補習です。指名しますが、そうでない他の方も自由に参加してください。毎週です。たまにサ
ボるかもしれません。高１教科書レベルの、短くて「落ち」がある説話や物語を題材に、
「読む」練習をします。
予習・復習のしかたを含めて、かなり「手取り足取り」の大放出です。冬休み前までに６回程度ですので、お話は
３つくらい扱えると思います。受講状況は、成績のちょっとした味付けになります（が、免罪符ではありませんし、
生存確認でもありませんので、前向きな方の受講を希望します）
。
③Ａ週 化学基礎αクラス・物理基礎βクラス、Ｂ週 化学基礎βクラス・物理基礎αクラス。Ａ週Ｂ週を交互に実施。
Ａ週：化学基礎αクラス 入試演習プリントを中心とした応用講座
化学基礎βクラス モル計算や化学反応式の基礎演習講座。
Ｂ週：物理基礎αクラス 千葉大・筑波大レベルの問題解説講座。事前に問題を配布。
物理基礎βクラス 基本問題演習講座。次年度物理を選択する人で、物理が苦手な人が対象。
④数学ⅠＡを中心に、これまでの学習内容の復習を行います。高校数学の序盤でつまづいたという人は、これを機会
に弱点克服にチャレンジしてください。センター試験の実践演習により授業を展開します。１月下旬には学年全員
でセンター入試を解きますから「まずは７割目標」の人も、
「絶対 100％狙い」の人も是非どうぞ。対象は希望者＋
成績不振者（指名制）です。
⑤国語の教養講座です。現代文分野は、日常に潜む言語活動や言語表現を取り上げて、学問的まなざしを向けて見ま
す。
「書く」行為から「伝わり」
「受け取り」
「読む」行為へとどのように「思い」が伝わっていくのか、といった
記述行為について。ジェンダーと表現行為について。などを妄想しています。古典分野は、主に古文・漢文を読み
ます。怪しい古文、愉快な古文、人生の支えとなる漢文（と私が勝手に思っているもの）
。／Ａ週Ｂ週で現・古を
交互に、と考えていますが、準備の都合で勝手に替えさせてもらいます。自由参加です。連続参加でなくてもかま
いません。資料準備の都合上、毎回、簡単な予約を取る予定です。
⑥１週おきに希望者対象の２つの英語講座を予定しています。１．千葉大・筑波大・GMARCH 対策の中・上位者向け講
座 ２．英語の評定 60 以上を目指す中位者レベル対策講座 です。入試過去問も扱います。がんばりましょう。
⑦数学ＧＬクラスの授業では通常普段扱うことができない内容の講習です。通常授業よりも１段階レベルの高い演習
を通して、実力アップしよう！（一部ＧＳクラスでの授業と重複する内容があります）

高校 1 年生は例年、情報の授業を軸として全国中学高校 Web コンテストに皆で参加をしています。生徒の皆さ
んは夏休みに研究活動を行い、授業を通してＨＰ作成技術についても習熟してきました。今後の計画としては、
10/16（金）を目標に一通りの制作を終えてもらい、10 月末に学年代表を発表し、11 月初めには学校代表（高１・
高２から合計５チーム）を決定します。学年選考の時期には模擬試験も重なりますから、秋
休みを活用して計画的な作品制作をして下さい。素晴らしい作品が出来上がることを楽しみ
にしています。

駿台模試範囲
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学校にて全員受験 １０月１５日（木）
英語（リスニング問題を含む）
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２次関数とグラフ

確率 ＊２次方程式と２次不等式

＊図形と計量（三角比、三角形への応用） ＊図形の性質（平面図形）
１００分２００点

国
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現代文２題、古文１題、漢文１題

100 分 200 点

昔々のそのまた昔、主要教科から遠いい美術でのお話
よろしければおつきあいください。

江森コラム第３話

暗黒面から抜け出せないＥ君の毎日は孤独でした。浪人生活はかろうじて家には住まわせてもらってはいる
が、学費は稼がなくてはいけません。正に正真正銘の浪人でござる！なるべく昼飯代は浮かせるために、食事
つきのアルバイトを見つけました。当時、時給がいい某牛丼家で８時間働きそのあと夜間の予備校に通いまし
た。美大狙いのＥ君と先輩でシェークスピアシアターの劇団員の卵と馬が合い、よく語り合いました。自分の
夢のため頑張っているのは自分だけじゃないんだ！と思えたのは心の支えになりました。
適応能力のあったＥ君は牛丼家でも潜在能力が開花します。
「受験には関係ないぞー（悲哀）
」ランチ時１時
間に２００食の肉盛りが出来る能力（神技）を身に着けていました。そこにフランチャイズ店のスーパーバイ
ザーがＥ君の姿を見て一言。 「君！いいね～、店長にならない」 拙者「ム！無言」
。
またある時劇団の卵と話していると店長が入り込んできて一言「お前はどこの大学を狙っているんだ？」
、拙
者「芸大でござる」
、 店長「え－！無理だろう！ムリ、ムリ」 拙者「無言・・・
（怒）この店長には天罰が
降りかかるだろうと念を入れる。
」
（ちなみにその後倒産しました。
） 本当にＥ君にとって大切だったのが予備
校のたったの３時間です。
あ～なんて短いんだ！金持ちの子は拙者の倍、勉強しているのになんてことだ（怒）
、
このいとおしい３時間よ！当然友達も作らずひたすら孤独に時間いっぱいまで描き続けました。そんなある日、
いつものようにアトリエで時間ぎりぎりまで描いていると、隣で同じように妖気を放って描いている多浪生の
存在に気づきます。何となく話すこととなり、お互いの絵に対する考え方を話し合っていました。ん～。さす
が伊達に多浪はしていない！「できるの～おぬし」このとき初めて他人と絵画論を語り合いました。すぐさま
多浪生が読んで勉強したと思われる本を読み、自分なりに絵画の構築理論を探る日々となります。意外やその
本の内容は的を得ていました。すぐに巨匠の絵から要素を見つけることが出来ました。理解できるようになる
と興味は高まり、さらに確信がもっとほしくなりました。結果、オタクパワー炸裂！多くの画家の絵を検証し
まくりました。しかし、事態はそんな甘くはありません。気を良くしたＥ君ですが理解できるのと、表現でき
るのとではかなりの隔たりがあるのに、まだ気づいてはいませんでした。良い絵が描けるには更なる地獄が待
ち構えていたのでした。
拙者から一言「同じ志のある者、議論し合おう！自分より先を行っている凄いやつを見つけ、話を聞こう！」
Ｅ君の奮闘はさらに続く！ 生かせるか、生かさぬかはあなた次第です。

10 月 17 日（土）14:00 から体育館にて保護者会を開催します。続けて 15:00 より教室にてクラス会を予定して
おります。本日、要綱を配布しましたので、10 日までに出欠票をご提出下さい。

１０月
５日（月）

片付け・終始業式

６日（火）～８日（木）

代休・秋休み

９日（金）

進研模試（スタディサポート）

１５日（木）

駿台記述模試

１７日（土）

保護者会

２４日（土）

中学運動会（高校授業なし）
河合模試（希望者）

２５日（日）

東進全国統一高校生テスト（希望者）

１１月
４日（水）

創立記念日（休み）

５日（木）

進研模試（９日から変更になりました）

６日（金）

芸術鑑賞会（
「ダンス・オブ・ヴァンパイヤー」帝国劇場）

９日（月）～１４日（土）

面談週間（４０分授業）

夢実現のための十則
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

夢を持て。ない夢はかなわぬ。目標なく一生懸命やることに酔うな。
やることを与えられるな。自分のために創り出し、形にして期限を決めよ。
他人と関われ。他人を理解しようとしろ。他人に理解される努力をしろ。
挨拶をせよ。人に気付き、人に気付いてもらえる。
毎日他人に奉仕しろ。心がきれいなら他人も応援してくれる。
話を聞く姿勢を作れ。聞く人には教えたくなる。助けたくなる。
書け。何度でも書き直せ。書かないことは考えていないこと。
自分と戦え。自分は見ている。人と戦うな。気にするな。自分が変われ。
大事なことは最初にやれ。優先順位を考えろ。タイミングを逃すな。
成功を繰返し、失敗を繰返さぬよう分析しろ。原因を五回さかのぼれ。

