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高校に入学して最初の中間試験が終わりました。結果はどうだったでしょうか。順位や偏
差値というものは相対的なもので、必ず１番もいれば２９１番もいるわけですから、それ自
体を気にしても仕方がありません。しかし、人間はそんなことがわかっていながら、どうし
ても、相対的な自分の位置で自分の価値を決めたり、落ち込んだりするものです。また、自
分の努力を見る際に、どうしても順位や偏差値といった「目安」を利用しなければいけない
のも事実です。
高校の学習は、今回のように短い範囲であっても１１科目という非常に多くの範囲を高度
なところまで問われます。したがって、試験前に勉強することももちろん重要ですが、それ
以上に、普段から、どのような学習姿勢を持っているかが問われているのです。つまり、
「試
験前だけ勉強する」
「 小テストに合格することが目標で終わったらいっさい振り返りや復習が
ない」というようなことでは、学習は定着しません。定期試験でさえ、こうなるのですから、
まして大学入試になれば、よりいっそう普段の学習が問われるのです。定期試験のために勉
強をする生徒は、おそらく、大学入試の前、高校３年生になったあたりに受験勉強を始める
生徒でしょう。これでは、高校入試に比べ格段に範囲が広く、高度である大学入試に対応す
ることはできません。逆に普段から、
「理解する勉強」をして
いる生徒は、仮に本校の中で相対的に順位があがらなかった
としても、特に５教科７科目が要求される国公立大受験など
で確実に成果があがるといえます。
中学校との違いを思い知らされた人もいるでしょう。ここ
でもう一度、高校生としての学習に目を向けてみましょう。
第一に、自分の学習習慣の見直しをしましょう。もっとも

見直す必要があるのは授業の受け方そのものです。忙しい高校生活において高校１年２年時
に毎日何時間もの学習時間を捻出するのは大変なことです。ですから、まず、授業を集中し
て受けることを考えてみましょう。次のことをチェックしてください。

□前日に夜更かしをして睡眠不足になっていないか。
睡眠不足では、授業の集中力はとてものぞめません。
□朝食をきちんととっているか。
脳の活動には糖分、血糖値が必要です。必ず、朝食、昼食をとりましょう。食事後１時間
から２時間で脳の活動に最適な時間がやってきます。
□授業の準備をきちんとしているか。
忘れ物があるために、人に見せてもらう、借りる、などといったことでは、書き込むこと
もできません。また、
「ない」状況ではそもそも授業を捨てているのと同じです。当り前のよ
うですが、不振者ほどこうした当り前のことができません。
□ノートを「写して」いないか。プリントを「埋めて」いないか。

ノートを「写している」ということは、あとで「覚える」時間が必要になります。プリン
トの穴を「埋めている」のでは、あとで「覚える」必要もでますし、穴以外を覚える時間も
なくなります。「覚えて」「思い出して書く」という単純な意識の改革で学習効率は飛躍的に
あがります。また、ノートに書くのは、重要な先生の話や着目点（「重要！」とか「最初にこ
こに着目！」とか「苦手、要復習！」とか）であるべきです。えてして先生方は「結果」を
黒板に書きますが、「過程・プロセス」は熱く口頭で語ることが多いのです。
□ＩＭＲシート、単語帳、文法書などを机上に出しているか。
文法、単語など、反復して覚えるべきものを授業中にリストアップするのが最も効率的で
す。できれば、リストを作るか、もともとリストになっているものを持参して、マークして
いくことが重要です。もちろん、その場で覚えるべきです。
□先生の問いかけに「返事」「反応」しているか。
「返事」というとおおげさに聞こえるかもしれません。しかし、自分が指された時だけ、
声が出るようでは、指されなかった時間はどうなっているのでしょう。先生が全体に問いか
けた時も、他の誰かが指された時も自分が当たったと思って
考えることが大事なのは言うまでもありません。そのために
は「声を出す」という形が重要なのです。そうすれば、質問
をしたり、
「もう一回説明してください」と言ったりもできる
ようになっていきます。

□自分が日ごろ使っている参考書
ない人は買わなければいけません。もちろんまずは学校指
定のものを日頃から使いましょう。
□単語帳、リストアップするノート
単語や文法など、学年や担当者が変わっても使い続けられる専用ノートがあるといいでし
ょう。
□三色ボールペン
マーカーは「大事」という雰囲気にしか用いられませんが、色ボールペンは重要なことを
文字で表現できます。三色ボールペンなら持ちかえる時間がかかりません。
□付箋やシール
「要復習」
「重要」
「試験に出る」
「質問」など色で分けておいたり、あらかじめ書いたりす
れば非常に便利です。また、「復習したらはずす」「復習する場所を時間差で動かす」などの
ルールを決めるなどの使い方もありますし、必ず持っているべきものです。
□手帳
やらなければいけないことをリストアップするのは手帳です。
□原稿用紙、白紙
字数を意識したまとめ記述は、国語や英語などでは不可欠です。また、授業のちょっと空
いた時間に歴史、公民では単元まとめをするのもよいでしょう。白紙はイメージツリー、フ
ィッシュボーン、マインドマップなどと呼ばれる単語の関連付けを行うとよいでしょう。

次に家庭学習の習慣を見直しましょう。繰り返しになりますが、高校生の抱える問題点は
次の通りです。
① クラブや行事、趣味など忙しいし、疲れる
② 予習、復習をしなければ授業についていけない。
③ それどころか＋アルファの問題集も必要。
④ 息抜きやリラックスする時間も作らないと３年間継続できない
というようなところでしょうか。もちろん、だからこそ授業が第一ということになるので
すが、それと同時に家庭学習も工夫して習慣化しなければいけません。
□ターキー、小テストを利用する。
ターキーは試験前日にやると６０分はかかる範囲にしています。毎日やるなら一日１０分
で終わる範囲です。ターキーを「合格」することでなく、
「学習習慣を作る」ことに利用しま

しょう。毎日少しずつ、がポイントです。
□スキマ時間を最大限に生かす。
登校時間の電車の車内、学校についてＨＲ前の１０分、家に帰って食事までの１５分、な
どなどスキマ時間はたくさんあります。スキマ時間用の教材を常に持っている、あるいは、
そのスキマ時間が生まれる場所に、もう一冊スキマ時間教材を置いておくことが重要です。
こうした時間が無駄でなくなると、まとまった時間は１日１時間程度でじゅうぶんになるは
ずです。
□朝の時間を有効に使う。
眠くなる時間にだらだらとやるよりは、朝早く起きて、ストレッチと食事、早めに学校に
向かって朝時間を活用した方が効率がよいでしょう。
□目標達成シートやノックシートをきちんとやる。
目標達成シート‥長期目標から短期目標を決め、そのために必要なことをリストアップし、
生活サイクルを考えるシート。目標に自分を近づけ、ＰＤＣＡサイクル（プラン・ドゥ・チ
ェック・アクション）を作るためには欠かせません。すでに次の期末試験に向けてのシート
を配りました。２週間ごとに書き直して、問題点を洗い出しましょう。
ノックシート‥毎日必ずやることを書き出し、やったかどうかをチェックする単純なシート。
手帳の利用、ターキーの学習、お手伝いが基本。馬鹿にせず続けると思っている以上に効果
が出る。やった人しかわからないが、騙されて１か月続けてみてください。何かが変わりま
す。
□手帳に to do リストを作る。
手帳には、
「明日やること」を「明後日以降の予定」を見て記入し、つぶす場所を作りまし
ょう。
□今やる。三日坊主を怖がらない、三日坊主を繰り返せばよい。
今、書いてきたシートや手帳利用など、
「やろうと思ったけど
できなかった」という人もいるかもしれません。しかし、だか
らまた始めればよいのです。３日間を５回繰り返せば１５日。
やらなければ０日です。もちろん、続かない理由をつきとめて、
その原因をつぶす作業も必要ですが、うだうだ言う前に、まず
やってしまえばよいのです。少なくとも目標達成シートは２週
間に一度、ノックシートは１か月に一度、ターキーは１週間に
一度、やるチャンスをこちらが与えています。そのたびに３日
坊主でも、やってみてしまうのがいいと思いませんか？そのた
めには、「今やること」が大切です。

中間試験の結果から言えることとして、上記の内容と同じことですが、常日頃の学習の取
り組みの結果が残念ながら出てしまったということが言えそうです。ターキーの合格率、平
均点など１組〜４組の方が５組〜７組に比べて順調に成果を
あげてきましたが、中間試験も共通科目の英語、保健、現代
社会、世界史などで１組〜４組の方が、平均点が高い結果と
なりました。これは能力というよりは日頃の取り組みである
ように感じます。特に保健では最も高い平均点のクラス３組
と低いクラス７組では平均偏差値で１５も異なっています。
１組〜４組、５組〜７組でも９ポイントの差があります。試
験勉強で全てをこなそうとした結果、保健まで手が回らなか
ったのかもしれませんが、保健も大切な一科目で履修し成績
に加算される科目です。次に差がついているのは英語です。
こちらも、英単語テスト、英作文マラソン、構文１５０の活
用度合いなどの差が出たような気がします。国語、特に古文、
漢文や数学は、進度という差がついています。もちろん、こ
れらは慌てる必要がないことですが、日頃の学習習慣という

差はそれ以上にのぞましいものではありません。ぜひ、前述のシートやターキーへの取り組
みなどできるところから、ひとつずつ始めていきましょう。

今回の中間試験では、現代文、古典、数Ⅰ、数Ａの４科目について、１組〜４組と５組〜
７組で別の問題を用いています。主に既習範囲がずれていることが主な理由です。そのため、
全教科順位、文系、理系３教科順位、国数英順位など、総合順位については、各科目の偏差
値を得点として合計し、さらに偏差値を出して順位やＡＡなどのランクを出しています。一
方、中入順位、高入順位については、合計点を偏差値化して順位づけをしています。
そのため、１組〜４組の合計順位と、総合順位が異なることが生じます。同じ得点であっ
ても、平均点が低い科目で高得点をとると高偏差値となり、平均点が高い科目では低い偏差
値となるわけです。ですから、合計点が低い人が、偏差値の合計では逆転することが起こる
のです。
今回の試験では、物理、化学、数学Ｉ、数学Ａなどの平均点が高く、高い偏差値（ＡＡ７
０以上）がとりにくい結果となり、逆に古典、現代文、英語などの文系科目の平均点が低く、
高い偏差値をとりやすくなりました。結果として、総合順位は文系科目で得意な生徒が上に
きやすい結果になったようです。
「人数が少ない入学別順位が総合順位であがる」という現象はこうしたことから起こるこ
とですので、間違いではありません。

このように偏差値というものは「相対的な順位」を見る物差しとして用いているものです。
ですから、生徒の学力を「絶対的に示す指標」ではありません。
偏差値は、母集団の平均を５０とし、正規分布をした場合、７５〜２５の間にほぼ全ての
生徒がおさまるようにできているものなのです。したがって、偏差値だけで出来不出来を判
断することはなかなか難しいのです。今回の場合、古典や英語では結果としてＡＡが取りや
すく、物理、化学、数学、世界史は平均点が高いためにＡＡ偏差値７０以上は１００点でも
とれない結果となっています。
（生徒には「偏差値得点換算表」を配り分析ができるようにし
ています。関心のある方はご覧ください。）こうした偏差値の性質を知っておかないと正しい
現状分析はしにくいのです。
ですから、高校入試の偏差値と今回の結果を比べることはナンセンスです。今回の偏差値
は、校内平均を５０としているものであり、この３０期生がどんなに優秀でも、どんなに勉
強をしていなくても、平均のものが５０になるのです。これは今後、３０期生がどんなに優
秀になっていったとしても変わりません。ですから、定期試験の結果から見えるのは、
「この
学年における相対的な順位」であり、お子様の「絶対的な学力」ではないのです。極端な言
い方をすれば、校内偏差が落ちたとしても、学力が落ちたとは言い切れない。たとえば、み
んなが上がったのに、それほどは上がらなかった可能性もあるのです。
では、絶対的な学力はどうやって測れるでしょうか。それはやはり全国模試の結果による
必要があります。しかし、これらの全国模試も、その母集団における相対的な順位であるこ
とに変わりませんから、駿台の全国模試と河合の全国模試の偏差値を比べて、アップダウン
を見たり、まして、河合塾の偏差値で駿台の偏差値表にあてはめたりするということはナン
センスなのです。厳密にいえば、河合塾の高１模試の偏差値を、河合塾の高３模試の偏差値
表にあてはめることも無意味です。
まして、高校入試の偏差値で、大学入試の偏差値にあてはめることはできません。通常の
学年でいうと、本校の平均ぐらいの生徒が大学入試では５０〜５５ぐらいだと思っていただ
いていいのではないでしょうか。これにしても、理系の母集団が文系の母集団に比べて優秀
であることが多いので、受験生向けのランキング表では、早慶は文系では７０〜７５、理系
では低い学科で６０ぐらいからランキングされています。これは理系の方が入りやすい、低
い、という意味でなく、文系と理系の母集団が異なっているということなのです。ですから

文系の方が高い偏差値をとりやすくなりますが、難関に行くためにはさらに高い偏差値が必
要になるわけです。
こうした偏差値についての知識も少しずつ蓄えていただけると助かります。

本校では、卒業生の進路データの詳細をまとめた「進路の手引」を配布しています。大学
入試情報、小論文、面接試験なども含めた科目別の学習方法、推薦入試のデータ、文理選択
について、校内偏差値による合格先分析、先輩の手記などさまざまな貴重な情報が載ってい
ます。さまざまな場面で参考になると思います。特に高校１年生に参考になるところをあげ
ておきますので、参考にしてください。
① 目標大学の校内偏差や自分の校内偏差から合格する大学を知る。
目 標達 成シ ート では 、校 内偏 差値ベ ース で自 分の 目標 を決 める よう に作 って ありま す 。
進 路の 手引 の９ ６ペ ージ 、１ １０ペ ージ を参 考に 、目 標と する 大学 の校 内偏 差値を 知 り
ま しょ う。 あま り大 きな 声で は言え ませ んが 、３ ０期 生（ 中学 ８期 生） は４ 月のス タ デ
ィ ・サ ポー トも 含め て過 去最 も優秀 な成 績を おさ めて いま すの で、 目標 偏差 値をや や 低
く設定できるでしょう。
② 大学入試の形態や方法、必要な科目を知る。
大 学入 試の 形態 につ いて は学 年通信 の２ 号で も触 れま した が、 より 詳し く知 ってく だ さ
い 。３ ペー ジ、 ７ペ ージ を参 考にし まし ょう 。目 標大 学に 必要 な科 目を 知り 、その 科 目
を 意識 して 準備 をす すめ る必 要があ るの です 。決 まら ない 人は 、文 系と 理系 、両方 の 準
備 をす るつ もり で夏 を過 ごし ましょ う。 なお 、２ ０１ ２年 、こ の学 年か らセ ンター 入 試
が変わり、すでに東大の変更が発表されています。（両方についてすでに資料を配布して
います。）特に社会の選択で制限がかかる可能性がありますので頭にいれておきましょう。
③ 文理選択を考える。
秋 には 早く も文 理選 択を 考え なけれ ばい けま せん 。２ ９ペ ージ が参 考に なる でしょ う 。
ただし、次のことは必ず頭に入れてください。
英数国がそ ろわないと大学選択の幅が 狭まる！
理 系の 場合 、英 数理 の難 度は 、早慶 、東 工大 、東 大と あま り変 化は あり ませ ん。こ の ３
大 学を 分け るの は、 国語 の有 無、そ して 国語 の完 成度 です 。言 い方 を換 えれ ば、理 系 で
早 慶を 狙う ため には 理系 ３科 目だけ でも 、成 績上 位者 に名 を連 ねる 必要 があ るので す 。
そ の自 信が ない 場合 、国 語が そろわ ない と、 国公 立が 消え てし まい ます ので 、東京 理 科
大 、芝 浦工 大と いう 進路 にし ぼった こと にな るの です 。逆 にい えば 、こ の２ 大学に 行 く
英数理の力に加えて国語がそろえば、埼玉大、千葉大などがターゲットになるのです。
文 系 の 場 合 、数 学 は 東大 、 一 橋だ け で なく 、慶 応 な ど で も
大 き な 鍵 を にぎ る 科 目で す 。 今か ら 捨 てる よう な 学 習 は ほ
められません。
④ 先輩の体験談から参考書や勉強法を考える。
目 標 達 成 シ ート に は 最後 に 、 目標 の た めに やる こ と を 書 か
な け れ ば い けま せ ん 。先 輩 の 体験 談 か ら、 参考 書 な ど を 手
に 入 れ ま し ょう 。 先 生方 は 「 学習 の 手 引」 に参 考 書 を 載 せ
て い ま す が 、ど ち ら でも 早 く 手に 入 れ て、 毎日 の 学 習 に 生
かすことが重要です。

教室や廊下にはさまざまなポスターが貼られています。こうしたイベントの中にはとても
貴重なものや進路に直結するものも数多く存在しています。シバウラシエンスクラスなども
そうした貴重なもののひとつなのですが、こうしたものを「そのうち‥」と思っているうち
に、あっという間にチャンスを失ってしまいます。興味のあるものはぜひチャレンジしまし

ょう。現在案内しているものは次の通りです。
① 東大で授業を受けよう！
② 千葉大学「未来の科学者養成講座」
明 らか に千 葉大 学の 「理 科大 好き入 試」 や「 飛び 級入 試」 を意 識し たコ メン トがあ り 、
千葉大学理系を考えるものは参加すべきイベント。
③ 千葉大学サイエンスイベント
④ 河合塾「医学部を知ろう」
⑤ 小柴先生「ノーベル賞受賞者を囲む」
⑥ 作文コンクール各種「毎日新聞インターネット小論文コンクール」他
夏休みをまえに様々なイベントや作文コンクールを案内します。特にＡＯ入試、公募推薦、
自己推薦などの特色入試を考えた場合、こうしたチャレンジは欠かせません。高１、高２の
２回のチャンスしかないと思って、ぜひがんばってください。
いくつかのコンクールには、入賞者に推薦入学の権利を与えるようなものもあります。ぜ
ひ多くのチャンスをつかんでください。

週明けに夏期講習の案内を配布します。本校では、夏
期に有料の夏期講習を行っています。１講座は９０分×
５日間で、テキストを含めて１５００円です。学習は、
本来自分で計画して、自分ですすめるべきものですから、
夏期講習に頼るようでは困るのですが、入試問題に近い
形の学習をするよいチャンスだと思いますので、自分に
合う講座、時間に合う講座は積極的に受講しましょう。ただし、以下のことに気をつけてく
ださい。
① 補習ではなく、自分から学習する姿勢を持っていること。
成績不振者への補習は別途行います。申しこんでさぼる、居眠りをするのは論外ですが、
予 習や 復習 をし ない 人、 指名 されて も答 えな いよ うな 人は 困り ます 。受 ける 以上、 し っ
かり準備をして積極的にのぞみましょう。
② 講座内容をしっかり読みましょう。
授 業で はあ りま せん ので 、あ る一定 のレ ベル を狙 って 講座 を設 定し てい ます 。いざ 取 っ
てみて「難しすぎる」「易しすぎる」という苦情が出るのも困ります。その講座の内容を
理 解し てレ ベル や内 容を 確認 しまし ょう 。わ から なけ れば 担当 の先 生に 質問 してく だ さ
い。
③ とりすぎに注意
講 座を ９０ 分聞 くだ けで かし こくな るわ けで はあ りま せん から 、そ の講 座の 予習、 復 習
に か ける 時間 をそ の５ 日間 には 確保 しま しょ う。 つ まり 、そ の日 に受 講し たコ マ数 ×９
０ 分 に、 その 講座 の予 習、 復習 に要 する 時間 ×コ マ 数が その ５日 間の 学習 時間 です 。 ク
ラ ブな どを 考え ると 、宿 題を やる時 間は その ５日 間に はな いの では ない でし ょうか 。 自
分にとって必要な時間数を考えましょう。
④ 自分のレベルを考える、自分にとっての優先を考える
と らな けれ ばい けな いこ とは ないの です 。特 に自 分の レベ ルが 「苦 手」 であ る場合 、 補
習 や特 別課 題が ある でし ょう から、 そち らを 優先 する のは 恥ず かし いこ とで はあり ま せ
ん 。基 本か ら復 習し てく れる 講座が あれ ばい いの です が、 そう でな い場 合、 何を優 先 す
る のか 考え まし ょう 。今 回の 試験の 不振 者の 場合 、ま ずは ここ まで の範 囲を 教科書 レ ベ
ル から きち んと やっ てお くこ とが大 事で す。 まだ ３カ 月な ので すか ら、 今な ら欲張 る 必
要 はあ りま せん 。「 友達が とる から とる 」「 ひとつ はと る」 など とい う考え は必 要あ り ま
せん。自分にとって合うもの、必要なものを優先しましょう。

未知の世界を切り開き、社会に貢献する、自立した「人財」へ

目標とする人間像
「気づき」のある人間

「聞く姿勢」を持つ人間

「学び続ける」人間

身につけるべき力
目標から「逆算」する力
やるべきことを「具現化」する力
他者を「理解」し、「理解される」力

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。
今回は試験を終えて、学習習慣を見直すという形でさまざまなチェックリストを書きまし
た。悔しい気持ちがあるうちに必ず次の一歩を踏み出すことが重要です。
上の学年目標と夢実現のための十則をもう一度読んでみてください。夢をかなえるために
やるべきことを精選してあげてあります。目標とする人間像、身につけるべき力。気づき力、
聞く姿勢、逆算、具現化。優先順位、タイミング、分析。
今は、まさに十則の十番目、分析の時期です。そして、九番目、今がそのタイミングです。
７番目、何度も目標達成シートを書くことで、２番目形と期限が生まれます。分からなけれ
ば聞きましょう。６番目、聞く人を人は放っておきません。そしてなにより一番目、夢を持
つこと、ただ一生懸命にやるのでなく、夢のためにやることを決めること。落ち込むことは
悪いことではないですが、必ず前を向いて形になる一歩を踏み出しましょう。

７月

１日（月） ４０分短縮授業
４日（土） 平常授業
８日（水） 特別考査 国・数・英 各８０分
※特別考査１週間前はクラブ活動の停止はありません。計画的に学習しましょう。
１７日（金） 短縮授業後、終業集会 下校は平常通り
１８日（土） 夏休み
２１日（火） 夏期講習Ⅰ期
２７日（月） 夏期講習Ⅱ期
８月２８日（金） 始業集会後、河合塾記述模試
※河合塾模試を含め、夏休みの学習については次号でお知ら
せします。

