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【１年生】「習慣」こそ最強！ 

突然ですが、みなさんはお風呂に入らずに就寝することに抵抗がありま
すよね？食事の後に歯を磨かずに寝ることに抵抗がありますよね？やる
べきことをやらずに寝ることに抵抗があるはずです。「入浴」や「歯磨き」
と同様、みんなの生活に「家庭学習」という習慣を取り入れて下さい！始
めはキツいでしょうが、１ヶ月も続ければ慣れてきて、勉強をせずに就寝
することに違和感や罪悪感を感じるようになるはずです。「習慣」こそ最
強なのです。そうなれば無理に意識をしなくとも、自動的に勉強するよう
になります。やるべきこと（勉強）をまずは片付け、達成感を感じ、その
後で罪悪感を感じずに自分の好きなことに時間に使って下さい。やるべき
とこをやらずに罪悪感を感じながらスマホやテレビを見ても心からは楽
しめませんよね？1学期中に「学習習慣」を身につけ、高校生活の基盤を
作り上げましょう！  

【２年生】勝負は毎日の授業！ 
 ゴールデンウィークの過ごし方、いかがでしたか？この連休後に体調を
崩してしまう２年生も残念ながらいました。これでは何のためのお休みか
わかりません。計画的に学習はできましたか？「あゆみ」を見ていると、
計画的に学習をし、テスト勉強までできていた人、部活が忙しくて課題だ
けなんとか終わらせた人、ただダラダラと家で過ごしてしまった人、この
３つのパターンに分かれたような気がしています。時間はもう戻ってきま
せん。本当に今のままで大丈夫ですか？コースに分かれ、本格的な勉強も
始まり、授業内容も難解・密度の濃いものになってきていると思います。
２年の７月進研模試は難易度がぐっと上がります。そんな中で授業をどん
な身構え（準備）で受けていますか？日々の学習の中で、「毎日の授業が
勝負！」なのはわかっていると思います。そこで、必要なのは「準備を怠
らない」ということです。学びを促す準備が習慣化すればしめたものです。
「誰にでもできることを、誰にもできないくらい頑張る！」この1年間を、そ
んな1年間にできたなら、君は劇的に変わります。 

【３年生】県総体で完全燃焼を！  

いよいよ３年生にとって最後となる県総体が迫ってきました。勉強も部
活動も、本番の試験や大会を想定して、いかに本番に近い環境で実践的な
練習ができるかが鍵だと思います。自分の持っている力以上のものを出そ
うとするよりも、自分の力を出し切るということに集中して取り組んでく
ださい。真剣勝負は感動を生み出します。運動部に所属していない生徒は
ぜひ応援に行きましょう。出場者のみなさん、健闘を祈っています。この
時期の両立は苦しいものですが、部活動で鍛えた集中力は引退してからの
学習に必ず発揮されます。 
 逆に運動部に入っていない生徒にとって今はどのような時期だと考え
ますか？文化部でも練習時間の長い部は大変でしょうが、放課後等に時間
の余裕がある者は、今月こそ勝負です。運動部の生徒が部活動終了後に怒
濤の追い上げをすることを意識し、あっさり置いていかれないだけの学習
量を積んでおいてください。要するに今が勝負のときであり、まだ部活動
を続けている生徒に差をつけることができる時期です。すでに実施してい
る「九大講座」に５０名を超える生徒が希望していることは、嬉しい限り
です。お互いに刺激しあっていきましょう、さらにその健全な競争を６６
回生全体に波及させましょう。受験は団体戦です！ 

５・６月行事予定 

日 曜 学校行事 進路行事・考査 

26 土    

 

中間考査結果で生活時間の再点検！ 

それぞれの学年においての最初の定期考査を終えました。定期考査は

日頃の授業に対する姿勢や課題への取り組みが顕著に現れる試験です。

また、出題者は平均が６５点になるように作成しています。自分の点数

がどの位置にあるかをそれぞれの学年通信の分布で確認してください。

７５点以上とれている科目はここまでの取り組みがうまくいっていると

言えますが、６０点未満の科目はまだまだ取り組みが不十分です。ここ

で大切なことは、各科目に対する姿勢がどうであったかを点検すること

です。次の項目について点検してみてください。うまくできている項目

は□にレ点を入れてください。また、裏面の４月の学習時間調査で自分

の学習量がみんなと比べてどの程度であるかを確認してください。 

＜学習に対する取り組みチェック＞ 

□授業が始まる前に席について教科書・ノートを開いて授業に対する構

えを作っている。 

□どの科目でも授業中は集中して先生の説明を聞くことができている。 

□授業中、先生の発問に対して、自分が指名されていなくても考えをまと

めるようにし、友達の答と比較している。 

□先生の板書をノートにいつもきちんとまとめている。 

□先生の口頭での説明もノートに記入するようにしている。 

□先生の「ここは重要」や「試験に出す」と言った箇所に印をつけている。 

□授業中に疑問が出たときには、質問をして解決するようにしている。 

□授業で出された次回までの宿題は必ずメモをしている。 

□課題は毎回きちんと自分の力で取り組んでいる。 

□課題の疑問点は調べたり、授業や質問で必ず解決している。 

□提出する課題は先生が見やすいように丁寧に書いている。 

□家庭での学習の開始時間が一定している。 

□平日の家庭学習内容が安定している。 

□課題がなくても、復習や予習などをして一定の学習時間を確保している。 

□休日は、課題以外の学習も行うようにしている。 

 

       チェックはいくつ付きましたか？              

          ／１５ 

・１２～１５個の人はうまく行っています。  

・８～１１個の人は改善しないと、実力を伸ばすことはできません。 

・７個以下の人は、このままではつまらない高校生活になります。まず、

は担任に相談し、直せるところから早急に改善しよう！ 

27 日  

28 月 尿検査（２回目） 

29 火 ２年内科検診 

30 水 職員会議 

31 木  

1 金 県総体開会式、完全更衣 

2 土 高校総体 

3 日 高校総体 

4 月 高校総体、繰替休業 

5 火   

6 水 心臓検診 第２回学習時間調査 

7 木 眼科検診 進学説明会（トキハ会館） 

8 金   

9 土 ラグビー国際大会 ３年進研マーク模試 

10 日  ３年進研マーク模試 

11 月 全校集会・表彰伝達式  

12 火 中高連絡会・１年ＳＳＨ探究講演会・尿検査（３回目）  

13 水    

14 木   

15 金   

16 土  サタセミ、３年小論模試・ＧＴＥＣ 

17 日   

18 月   

19 火   

20 水   

21 木 職員会議  

22 金   

23 土   

24 日 県職員採用試験会場  

25 月   

26 火   

27 水   

28 木 期末考査・防災避難訓練  

29 金 期末考査  

30 土 グローバルリーダー養成塾  

※考査・模試等の予定 

期末考査 ６／２８（木）～７／３（火） 

進研模試…１・２年生７／７（土）３年生７／７（土）８（日） 

※進路ＰＴＡ  ３年７／９（月） １年７／１９（木）  
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進学指導資料「夢拓く舞鶴」の活用法 

今年も進学指導資料が完成しました。全校生徒全員に配布しますの

で、この冊子を有効に活用し、進路研究を深めてください。先輩たちの

進路達成状況を見て、自分の姿を重ねてください。先輩たちは受験を通

して人間的成長を遂げています。それが舞鶴高校の伝統です。苦難を乗

り越えるところに人としての成長があります。舞鶴高校での一日一日

を大切にしてください。 

 

学習時間 １年 ２年 ３年

３００～ 1 12 44

２４０～２９９ 6 55 85

１８０～２３９ 65 125 109

１２０～１７９ 162 95 38

６０～１１９ 75 11 25

０～５９ 9 12 15

平均時間（分） 145.6 189.6 214.4

学習時間 １年 ２年 ３年

４８０～ 16 14 16

４２０～４７９ 10 23 16

３６０～４１９ 27 41 30

３００～３５９ 42 70 35

２４０～２９９ 68 71 51

１８０～２３９ 68 45 69

１２０～１７９ 61 25 51

６０～１１９ 24 9 32

０～５９ 2 13 15

平均時間（分） 250.8 280.6 218.7

第１回学習時間調査（４月１６日～２２日）

平　　　　日

※３年は土日は全統マーク模試、学習時間は模試受験を含めない。

休　　　　日　

                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

                      

 

                                                                                                    

                                                                                                       

 今回の表紙は、２年前の工事の

際に切除された蔦がほんの２年で

ここまで再生しているところを載

せました。蔦の生命力の強さも舞

鶴魂を表現しているようです。 

３年生は切り取って勉強部屋に

貼っておこう！ 

訂正：１月自己採点は 

１月２１日です。 

入試内容は毎年変化します。正

しい情報を早めに掴んでくださ

い。後期日程が実施されない大

学や学部が増えています。 

P.23～35の学部別の面接内容は

自分の目指す学部のページは必

ず確認しておこう！ 

3年生は必ず確認！ 

受験手続きは余裕をもって計画

的に行うこと 

先輩たちどのようにして合格

を掴んだのかを探ろう！そし

て、今自分がすべきことが何

かを確認しよう。 


