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☆７月ＡＴ教科分析  別府鶴見丘高等学校校訓：「質実剛健」 

今回は夏季休業中の学習アドバイスに加え、先生方の高校３年生の思い出も教えていただきました。 

高校 3年生にとってこの夏は大事な夏です！学習計画をたてて自律した生活を送りましょう。 

 ７月 AT コメント 夏の学習アドバイス 高校３年の思い出 

国

語 

表

現 

今回のＡＴは事前に予定した

とおりの出題でしたので、よ

く勉強している者は高得点が

出せていました。今回のＡＴ

を「評価のためのＡＴ」とし

て捉えるのではなく、自分の

言葉遣いを見なおし、表現力

を高めるためのＡＴだったと

位置づけてもらいたいと思い

ます。  

今年の夏は自分のセールスポイン

トやこれまでの足跡をしっかりと

見つめ直し、他者に対して文章で

堂々と表現できるようにしてもら

いたいと思います。今年の夏は自

分の中身をしっかりと磨きましょ

う！！ 

 
 
 
 
  
 

高校生の時、今の進路指導室がある教

室に毎日通い、多くの問題に触れて実

力養成しました。野球部の友人が甲子

園を目指して頑張っていたのを励みに

していたのを思い出します。 
「額に汗かき、脳みそに汗かき、熱～

い夏にしよう！！」 
（江藤）

現

代

文 

回のＡＴについては７月進研

記述をイメージして作問しま

した。記述に必要な箇所は傍線

部付近とは限らない。筆者はい

ろんな場面で自分の論を繰り

返します。その部分をしっかり

と捉えていきましょう。 

夏休みは弱点補強の 後！！現代

文の学習は多くの評論（問題文で

も良い）にふれ、筆者が何を言おう

としているのか、筆者の主張と対

比される一般論はどんなものかを

掴み、それをストックしておくこ

とが大事です。 
古

典 

前回の AT に比べ、健闘してい

たように思う。基礎基本の定着

が読み取れる答案も多かった。

文法事項は基礎基本を何度も

何度も復習して、反射的に応用

できるように。毎回問われる

「紛らわしい語の識別」は今回

の「し」以外にも様々ある。一

つ一つ穴を埋めていく丁寧な

学習を心がけよう。朝学で扱っ

ている「和歌」についても修辞

法・本文における役割や内容の

把握ができるように復習すべ

し。今回は贈答歌の「心情のズ

レ」が理解できたかが肝。 

補習や模試もあるが、それでも平

素より自由な時間が増える。もち

ろんそれを国語だけに費やす訳に

はいかないが、腰を据えてじっく

り学習する姿勢をもってほしい。

いつもは後回しにしている弱点補

強。不足した知識の補充。そういう

ことをしていかないと夏明けの演

習について行けなくなる。是非、弱

点の洗い出しと克服を！（新しい

古典文法＆新名説漢文のノートが

手元にあるはず。文法事項が定着

していれば、短時間で終わるだろ

うから復習がてらのチャレンジを

勧める。） 

家は誘惑の多い安らぎ空間だったの

で、あまり家に学習を持ち込まないよ

うに外で学習することが多かった。自

分に甘いタイプ故、なるべく「人の目」

がある環境で勉強していた。リビング

（親の目）塾の自習室（他校ライバル

の目：鎬を削った I 田高校の彼は今何

処）公共の学習スペース（地域の方々

の目）。あとは勝手に今日のライバルを

決めてその人より少しでも長く or 多

く勉強して帰る！とか。とにかく英語

が苦手で英語に泣いたので、もう少し

勉強していたらどうなっていたのか…

と振り返る 2017 夏。（仲田） 

倫

理 

7 月 AT は全体的に点数が上が

っていてとてもよかったと思

います！ 
 全体を通して選択の問題は

正答率が高いですが、記述の問

題、語句の説明などなんとなく

覚えているところの正答率が

低かったように思います。細か

い部分のこともありますが、表

面的なことでなく、流れや語句

の意味など深く考えながら学

習していくといいと思いま

す！ 

まとまった学習時間がとれるチャ

ンスです！一日 2 時間 3 時間公民

の勉強をしましょうとはいいませ

んが、公民に触ることがないとい

うことはないようにしていきまし

ょう！夏の学習のやり方について

は、語句を覚えていくことよりも

(重要語句は今までの AT でかなり

押さえられています。法律に関係

する判例や、制度の内容を細かく

掘り下げていきましょう！地道な

作業ですが高得点につながる道で

す！学年全体でいい点数をたたき

出しましょう！！！ 

僕が高校三年生の時は、教科の学習の

息抜きに他教科の勉強をしていまし

た！(数学に飽きたら日本史をするな

ど)味が変わるような気がして再度集

中できた気がします！それでもどうし

ても勉強できない時は当時好きだった

女の子に電話していました。(相手が大

学受験のない子だったので気兼ねなく

できましたが、鶴校同士だと勉強の邪

魔になると嫌われるかもしれないです

ね・・・)何か自分なりにリフレッシュ

して、こんなに人生で勉強する時期は

なかなかないので、いい思い出になる

ように思いっきり勉強してみましょ

う！(和泉) 



日

本

史 

今回は実践的な応用問題を

約 3 割出題しました。その分、

やや難易度は高かったといえ

るでしょう。文系・理系ともに

頑張った人も多く、まずまずの

得点だったと思います。 
江戸時代以降の内容につい

ては、ある程度得点できる人も

増えてきています。ただ、気に

なるのは 2 年次の学習内容を

忘れている人が多いというこ

とです。これから機会あるごと

に復習をしていきましょう。 

夏です。チャンスの夏です。日頃で

きなかった勉強にチャレンジしま

しょう。2 年次の学習内容をもうい

ちど振り返り、確認してみましょ

う。忘れていることや理解できて

いないことに必ず遭遇するはずで

す。そのときがチャンスです。自分

の弱点がどこなのかということが

はっきりします。弱点を補強して、

実力アップにつなげましょう。詳

細は授業の時にまたお話ししま

す。いい夏にしてください。応援し

ています。 

家は暑いし（当時、わが家には扇風機

と団扇しかなかった）誘惑もあるしで、

意志の弱い私が集中して受験勉強をす

る環境にありませんでした。そこで、

県立図書館（当時は大分城址公園のそ

ばにあった）に朝から出かけていきま

した。その頃、町の本屋で見つけた「ラ

イオン社」という出版社から出されて

いた日本史の問題集（難問が多く収録

されていた）と赤本の問題を繰り返し

解いたのを思い出します。（川野真嗣）

世

界

史 

７月 AT、７月記述、７月駿台

マークを全て同じ範囲になる

ように出題しました。内容がわ

かっているけど、選択肢が消せ

ない人、２択までは消せるのに

…という方、ここから求められ

ていくのは「緻密さ」です。Q
を分解する力、選択肢のズレに

気付く力、細部にこだわりまし

ょう。 

勝負は特別補習が終了して、全統

マーク模試までの１０日間をいか

に勉強漬けに出来るかどうかで

す。教科的には WINSTEP による

復習。夏期課題への取り組み。自分

なりのまとめノート作成…。自分

がやりたい勉強をする時間を有意

義にかつ大切に過ごして下さい。

僕はいたって真面目学生生活を送り、

高校、大学ともに、図書館と自宅との

往復で日々が過ぎていったので、これ

といった夏の思い出はありません。皆

さんも二宮金次郎さん位に勉強に励ん

で下さい。（河野大） 

地

理 

基本的な一つ一つの知識の確

認を徹底すべきというのが今

回の AT の感想です。一つの知

識をいかに他の知識と結びつ

けることができるかが問題を

解く鍵となります。今回の結果

を次に活かしましょう。期待し

ています。 
 
 

知識の整理と関連

づけを意識して，

毎日必ず地理の時

間を確保して下さ

い。夏休み課題は

もちろん，自分な

りに項目の整理を

しましょう。その

際，地図帳と白地

図を利用しながら

まとめると，効果

倍増ですよ！ 

高校３年の夏は何をしていたのか全く覚えていませ

ん。本気で空白期間です。そのぶん予備校時代の夏は勉

強しまくりました。同時に，気分転換を兼ねて人生で一

番頻繁に映画を見た時期です。これに頑張った！とい

うぐらい打ち込めることがあることは幸せなことだ

し，打ち込めたという事実が自信になります。今年の夏

は，自信を持って打ち込んだと言える夏にして下さい。

ちなみに，ボールペン１本をどれくらいで使い終える

ことができますか？予備校時代，朝使い始めたボール

ペンを 短で夜には使い切っていましたよ。この夏，皆

さんは何本のボールペン（替え芯）を消費できるでしょ

う？ （伊延） 
英

表 

目標の平均点６０点にかなり

近づくことができました。AT
の範囲の内容が今後の模試や

実際の入試の中で生かされる

わけですから、試験範囲の内容

の復習をさらに確実にするよ

うに心がけてください。授業や

課題でやったことをやりっ放

しに終わらせないようにする

ことが何よりも大切です。夏休

みでの健闘を祈ります。 

夏休みの学習は与えられた課題を

受け身の姿勢でこなすだけでな

く、自分の問題点を自分の中で整

理して主体的かつ自主的に学習に

取り組むことが大切です。言われ

たことをするだけではない、自ら

発見して自ら学ぶ姿勢をこの夏休

みは確立してほしいと思います。

自分が高校生の頃はまだ学校に冷房施

設もなく、市立図書館等の施設で勉強

した思い出があります。気分転換に学

習する場を変えてみるのも一つの手か

もしれません。大切なのはテンション

を保ちつつ、心身の健康を維持するこ

とだと思います。バランスの取れた学

習を心がけましょう。（小松） 
 
 
 
私には高校卒業後に浪人時代がありま

した。浪人生は、夏はたいてい、「夏を

制する者が受験を制す」と言われ、予

備校の自習室にこもり、凄い勢いで受

験勉強に取り組みます。また、予備校

の夏季講習会では、講師の方々が、受

験生に向けて熱いエールを送ってくれ

るので、とても励まされ、学習へのモ

チベーションがより一層高まります。

予備校には、「夏が勝負だ！」という雰

コ

ミ

ュ

英 

単語（快速英単語）、文法（グラ

マーコレクション）、教科書（３

課分）をバランスよく出題しま

した。「確実に」暗記しているか

（単語）、「根本から」理解して

いるか（文法）、「丁寧に」本文

☆夏の課題に徹底的に取り組む。

「やりっぱなし」にならないため

にも解いた後の添削・復習に気を

つけましょう。 
 
☆音読を必ずする。 



の内容を復習した（教科書の英

文）のか、が得点に表れていま

す。７月 AT や 近の模試で語

彙力や文法力の不足を痛感し

た人で、目の色を変えてそれら

の習得に励む人が見られるよ

うになってきていました。「結

果」から「何を感じ」、「どう行

動に移す」のかで、「次の結果」

が変わっていくのです。あなた

はもう、行動に移しています

か？ 

モデルの音声が必要なので、夏休

み課題のリスニング問題を利用

し、毎日必ず取り組みましょう。

 
※詳細は別途指示のプリントを配

布します。 
 

囲気が立ちのぼります。現役生にとっ

ても、夏こそが受験勉強の山場です。

この夏、志望校合格に向け、全力で学

習に取り組んで下さい。(高田) 

化

学 

【理系】（杉）質問に来る人も増

え、よく勉強しています。有機

分野は２次試験でも大事なと

ころ。この調子で得意分野にし

ましょう。 
（中）有機化合物の範囲に入っ

て初めての AT でしたが、よく

頑張っていたと思います。有機

化合物はとにかく系統図を覚

えて活用していくことが大事

になります。AT のための短期

記憶ではなく、今回覚えた内容

を活用して長期記憶になるよ

うにしてもらいたいと思いま

す。 
【文系】すべて模試レベルの問

題でしたが、よく解けていま

す。７月進研模試の成績もいい

感じ。 
少ない時間で大きな効果を！ 
 

【理系】（杉）夏休み課題を提示し

ています。課題を丁寧に。 
課題から見えてくる苦手分野を補

強していこう。 
（中）化学は模試を受験するたび

に、きちんと解説を読む能力を養

ってもらいたいと思います。理系

科目ですが、長文読解力が必要に

なる場面がでてきますので、ノー

トにプリントを貼付して安心せ

ず、解いて解説を読んで力を蓄え

てもらいたいと思います。 
【文系】夏休み課題を提示していま

す。教科書を片手に丁寧に解く。質

問も積極的に。 
 

英語が苦手で単語テストはいつも不合

格。床に正座で授業を受ける日々… 
さすがに高３の夏は単語帳をいつも持

ち歩いて隅々までひたすら読みまし

た。結果◎。あきらめないでよかった。

（杉原） 
 
高校 3 年のときは、勉強はしたくない

けれど昼ご飯をみんなと食べに行きた

いがために学校に行って勉強していま

した。それが習慣になって学習が苦に

ならなくなったのはよかったかも。（中

島） 

生

物 
【理系】植物の環境応答を中心

に範囲としましたが、基本的な

所は比較的よく出来ていたと

思います。ただ、これからの模

試に対応するためには、演習を

重ねていかなければ力にはな

りません。復習を大切にしてく

ださい。 
【文Ⅱ】バイオーム・物質収支・

恒常性を中心に出題しました。

各分野の理解は深まっていま

すが、それぞれの知識を関連づ

けて答える問題になると弱い

ような気がします。復習あるの

みです！ 

理系・文Ⅱとも、これまでの総復習

を行う、夏休み課題を用意してい

ます。1 週間ごとに、分野を決めて

復習していきます。 
 
STEP1 (知識の確認 )→  STEP2 
(差がつく例題)→STEP3 (模試問

題にチャレンジ)という順序で、問

題演習を行っていきます。問題量

は多めですが、これを理解するこ

とにより、今後の実力アップのた

めの基礎固めをすることができま

す。 

数十年前のことであまり覚えていない

のですが、クーラーのない教室環境(現
在の進路学習室が自分の教室で、3 年 8
組でした)で、暑さに負けずに補習を受

けていたような気がします。ただ、地

球温暖化が進む前の時代なので、現在

ほどは暑くなかったと思います。「熱中

症」という言葉も聞いたことがありま

せんでした。当然、「猛暑日」という言

葉もありませんでした。(屋田) 

物

理 

平均点 69.4 点。範囲はコン

デンサー（応用）、直流回路（基

礎）という難しい分野でした

が、全体的にはよく勉強してい

たと思います。ただし、毎日課

題の取り組みがよくない生徒

が目立ち、AT や模試に大きく

影響していると思われます。 

物理の模試の成績が伸び悩んで

いる者は、これまでの授業や毎日

課題、AT などによる理解が不十分

（中途半端）ではないですか。全然

ダメというわけではなく、各分野

についての思考の完成度が低い

（＝ツメが甘い）ためです。 
この状態から抜け出すには、こ

夏の補習がとにかく暑くて、数学の

プリントが汗でシワシワになって解答

が書きにくかったことを覚えていま

す。地方の高校で周りには塾もなく、

現在のように進学情報が豊富ではなか

ったので、周りの友達の存在が大きな

支えでした。各教科の学習では、数学

や物理の「ライバルの男子」と張り合



今回の AT で理解したことを

今後の模試や入試に活かすた

めには、やり直しで徹底的に理

解することが大切です。また、

今後の AT は、模試や入試に直

結する分野になるので、今回の

ように AT 前に十分な対策をし

て下さい。 

の夏休みが唯一のチャンスです。

各分野の断片的な理解をさらに深

め、模試で出題される総合問題に

応用できるように、リードαや良

問の風（標準クラス）、重要問題集

（難関クラス）、これまでの模試な

どをゴリゴリやるしかありませ

ん。伸びるチャンスを逃さないよ

うに。 

い、英語や古典は勇気を出して「でき

る女子」にノートやプリントを借りて

助けてもらったことなど、今はよい思

い出です。友達と一緒に、粘り強く黙々

と頑張る、熱くてタフな高３の夏でし

た。（竹尾） 

数

B 

【標準理系】数Ⅲを選択してい

ない生徒がよく頑張っていま

した。数Ⅲいる方々の中には、

計算力の無さがはっきり出て

いる人もいました・・・。積分

は更に計算が大変になります

ので、クリアーで計算練習をし

っかり行って下さい。 
【難関理系】前回よりも難しい

かと思いましたが、よく勉強を

していました。整数・確率分野

は２次試験でも頻出の分野で

す。この学習を定着させるため

にも模試の後のやり直し等で、

完答するための深い理解を期

待します。  

【難関文系】とても良く勉強し

ていました。次の内容は、整数

問題で少し難しくなりますが、

この調子で頑張っていきまし

ょう。 

【文Ⅱ】２次関数の締めくくり

でしたが、差が出てきたように

思います。センター試験を受験

するとき、相手は同じ文系の生

徒です。苦手な生徒も多く居ま

すから、何処まで諦めずにやれ

たかが勝負です。自分自身との

戦いには克ちたい。 
【文Ⅰ】三角比への苦手意識を

持ったままの人も少なくなく、

前回よりも成績が思わしくあ

りませんでした。夏休み明けか

ら、残り２回の AT でしっかり

取り返しましょう。 

【標準理系】 
○数Ⅲ選択者○ 
左にも書きましたが、計算力が無

いので、クリアーの問題を何度も

解いて計算に慣れましょう。特に

積分は、いろんなパターンの積分

が混ざって出ていてもどれを使っ

て解くのか判断できるようにして

いきましょう。 
○数ⅠAⅡB 選択者○ 
毎日課題の出来ていなかった問題

の復習をもう一度行いましょう。

毎日課題は、基本的な内容です。そ

れが出来ていないようでは問題集

も出来ないと思います。早く正確

に解けるように、沢山の問題をこ

なしていくこと！ 

 

【標準文系】毎日課題の取り組み

方や放課後の質問など、意識が変

わってきたと感じる人が増えてい

ます。授業や課題で多くの復習問

題に取り組んできましたが、理解

できずそのままになっているもの

はありませんか。この夏が 後の

チャンスです。もう１度見直しを

して、基本事項から確実に身につ

けましょう！ 

高校３年生の前期は生徒会（週番委員

長）をしていました。遅くまで残って

下校の放送をして、校内の見回りをし

ていたので、見回りの時間までは確か

勉強していたと思います。夏休み中は

市立図書館や友達の家で勉強していま

した。１日だけ、みんなで遊びに行っ

てしまいましたが・・・まぁ、息抜きも

必要です。息抜きばかりにならないよ

うにしてくださいね。 
（河野圭） 
 

後のコンクールへ向けて練習に明け

暮れる日々でした。練習を終えてから

今はなき正門前の駄菓子屋さんにみん

なで寄り、束の間の楽しい一時を過ご

してから帰って勉強するというのが恒

例でした。引退後すぐは、放課後の時

間ができた嬉しさと同時に、毎日の練

習風景がなくなった寂しさを感じ、今

振り返ると気持ちの切り替えに少し時

間がかかっていたように思います。今

まさにそんな気持ちの人もいるかと思

いますが、周りの仲間と励まし合いな

がら、受験モードへ突入しましょう。

（鈴木） 

数

� 

【難関文系】範囲が狭かったの

もありますが、よく学習してい

ました。平均点も高く重要事項

をよく押さえられています。や

ったことはすべて定着させる

こと。３年生の危機意識を持っ

て今後も頑張りましょう。 
【文Ⅱ】平均点的にはまずまず

でしたが、あと一歩の頑張りを

期待します。指数・対数の分野

は定義から使う公式まで問題

のパターンが限られるので、ぜ

【難関文系】普段は取り組みにくいモノ

が出来る数少ないチャンスです。ここま

でにやったことを完璧にやり直す。志望

校の問題を解き（１年分で良い）何処ま

で到達すればいいのかを知る。オープン

模試を受験して実力を試す。以上３つは、

やるべきだと思います。 後まで解きき

る力には何が必要なのでしょうか。それ

ぞれにその課題は違うはずです。自分の

力を伸ばすには何が 善でしょうか。こ

高校３年生の６月、県総体も終わりこ

こからやるぞという時期に我が家に同

じ年の留学生がやってきました。もと

もと４人兄弟（姉は大学に行っていた

が）で自分の部屋もない中で、家はさ

らに賑やかになっていきました。しか

し、それも考え方次第。他国の人の考

え方に触れるのも刺激のあること、自

分の勉強は自分のためにやっているこ

と、誰にでも事情はあるものと割り切

ってやっていました。学習できる環境

を求めていきましたが、長い目で見て



ひ得意分野にしましょう。 
【文Ⅰ】よく頑張っていまし

た。数 B よりも扱う内容は少し

難しいかもしれませんが、この

調子で続けていきましょう。 
 

のやり方もそれぞれに違うのです。自分

を知り、向上のためにやるべきことを考

えることが出来る人は伸びていく。この

受験でも社会でも。定着するまでやり続

ける気概も試される夏。君たちならでき

る！ 

自分自身のためにはやはりプラスだっ

たなぁと思います。（糸園） 

数
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【標準理系】９０点台がいなか

ったのが、少し残念でした。グ

ラフに関する問題が中心でし

たが、正確に描くためには極限

もからんでくるので、微分の総

まとめの意味を持っています。

しっかり復習してください。 
【難関理系】９０点台がいなか

ったのが、少し残念でした。積

分は、関数を見てどの方法（パ

ターン）で積分するかが見えて

こないといけません。面積・体

積につながる大事な分野なの

で、しっかり復習してくださ

い。 

【難関理系】この夏で、数Ⅲを含め

ての教科書の範囲が終わり、後は

演習を残すのみになります。ⅠＡ

～Ⅲの記述力をつけることが 大

の課題で、志望校合格の鍵です。与

えられた問題集を中心にその力を

磨いていきましょう。また、７月に

受けた模試と今後のオープン模試

については、やり直しを完全に行

うこと。さらに、志望校の問題を１

年分解き、何処まで到達すればい

いのかを知ること。勝負教科の数

学のギアを一段上げる夏にしまし

ょう！ 

補習日以外は今のように学校が開放さ

れておらず、エアコンもない時代だっ

たので、自宅で扇風機にあたりながら、

べたつく汗と格闘しながら勉強してい

ました。数学の問題に没頭するとすぐ

に３～４時間経ってしまっていた記憶

があります。調子に乗って夜（？）の学

習時間がＡＭ～２時、～３時、～４時

と伸びるに従って、朝の起床が７時、

８時、９時と遅くなったことは、良く

なかったと今反省しています。（佐藤

大） 

保
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乳児の発達過程や児童文化財の絵本を中心に出題しました。授業の取り組みも良く、7 割近くの得点が見られ

ました。内容は理解できているのに正確に覚えて無い部分のミスがもったいないですよ。問われていることを

しっかり理解して丁寧に答案を書きましょう。機会があったら、上手になった読み聞かせを披露してみてくだ

さいね。 
フ
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教科書からの出題の正解率が低かったと思います。次回はしっかり勉強して頑張って下さい。調理実習では、

回数を重ねて実技部分が上達した分得点が取れていました。「食」を科学的な視点から考えて取り組んでみて

下さい。お弁当を始め、いろいろな料理にチャレンジして！ 

 

今後の日程 

 

７月２４日（月）～２８日（金）３１日（月）夏季補習 

７月２４日（月）３年学年保護者会（受付 13:00～） 

８月 １日（火）～４日（金）７日（月）８日（火）３年特別補習 

８月１９日（土）２０日（日）全統マーク模試 

  ２１日（月）授業開始日 朝講座なし 頭髪服装検査 

  ３１日（木）９月１日（金）鶴嶺祭 


