＜学科試験対策＞

～One Hundred～

千葉県立松戸高等学校
３学年通信
第３号（第 16 号）
２０１９．７．１７発行

★学年通信タイトル「１００～One Hundred～」の意味
①本学年が３年生時、松戸高校が１００周年の年を迎えるにあたり
②何事にも自身が持つ１００％の力＝全力で努力・挑戦してほしい
③卒業時に、自分に１００点をあげることができるような高校生活を目指してほしい

進路拡大号

～夏休み絶対にやるべきこと～

3 年 1 学期も終わりです。あっという間でしたね。本当に早い。そしてこれから、その加
速度はさらに高まっていくばかりでしょう。この 1 学期、3 年生のみなさんは、最上級生ら
しく、落ち着いてまじめに、朗らかに学校生活に臨みました。また、進路面では最終的な志
望先を定めるためにその情報収集に真剣に取り組みました。
チャレンジへの準備は整いましたね？残されたやるべきことは、 本格的な試験対策

のみ です。進路先は大学・短大・専門・就職。そして、試験項目は面接・小論文・学科・課
題提出・プレゼン・グループディスカッション・ 適正検査、等々多岐にわたります。その対
策を確実に行うべきがこの夏休みであることは言うまでもありません。
全ての対策に通ずる鉄則は、 計画→実行→反省→改善のサイクル です。サイ
クルですから 繰り返す ということ。とにかく粘り強く、あきらめることなく対策に臨んで
ください。
以下は、主な試験項目に関するすべき具体的な内容 や進路に関する心構えです 。この夏休
みに確実に実行・確認してください。

＜面接対策＞

・赤本や説明会の資料などから過去問を収集し、傾向をつかみ終える
・夏休みを①７月下旬 ②８月上旬 ③８月中旬 ④８月下旬の４つの時期に分け、計画を
立てる
・自分の実力・弱点をきちんと把握し、周りに惑わされず、自分のペース
で勉強する
・苦手克服のラストチャンスととらえ、不安な部分は徹底的に復習をし て、
基礎力の完成をめざす
・模擬試験や定期考査の問題に再度取り組み、勉強の成果を確認する
・センター試験の情報を整理しておく※以下参照
センター試験について
令和２年度大学入試センター 試験の実施要項が発表されました。志望校の入試日程な
ど、自分に必要な情報を積極的に集めること。
＜第 1 回センター試験説明会＞
令和元年 9 月 3 日（火）放課後

＜出願日程と理科の科目選択方法＞
出願は、9 月２７日（金）に本校で一括発送。
出願までに、理科の受験パターンを決める必要が
あるので、志望校の入試科目をしっかり研究して
おくこと。
＜令和元年度実施 大学入試センター試験時間割＞
試験日

試験教科・科目

令和２年

「世界史 A」 「世界史 B」
「日本史 A」 「日本史 B」
「地理 A」 「地理 B」
「現代社会」 「倫理」
「政治・経済」 『倫理，政治・経済』

地理歴史
公民
１月18日

国語

『国語』

試験時間

２科目選択 9：30～11：40（注１）
１科目選択 10：40～11：40

13：00～14：20

（土）
（第１日）

・面接ノートに，進路のしおり P27、28 の質問事項の回答を完成させる
・進路室の受験レポートを参考に進路希望先独自の質問事項の回答も完成させる
・表現や内容が適切か何度も自分で確認し、その後、教員や保護者の方に見てもらう
・ある程度回答が固まりだしたら、まずは家族、友人と面接練習を繰り返し行う→改善
（教員とは 2 学期に本格的な練習を行うこととなる）

＜小論文対策＞

＠視聴覚室

外国語

令和２年

『英語』 『ドイツ語』 『フランス語』
『中国語』 『韓国語』

【筆記】
15：10～16：30
【リスニング】『英語』のみ
17：10～18：10（注２）

理科①

「物理基礎」 「化学基礎」
「生物基礎」 「地学基礎」

9：30～10：30（注３）

数学①

「数学Ⅰ」 『数学Ⅰ・数学 A』

11：20～12：20

数学②

「数学Ⅱ」 『数学Ⅱ・数学 B』
『簿記・会計』 『情報関係基礎』

13：40～14：40

理科②

「物理」 「化学」
「生物」 「地学」

１月19日

・進路室にある 受験レポートや過去問題集、学校説明会資料等を参考に希望先の出題傾向
をつかみ終える
・傾向をもとに課題を複数設定する
・序論-本論-結論、起承転結などの構成を意識した文章作成を行う
・課題に正対した、具体的内容で説得力をつける ※根拠に乏しい独りよがりな書き方 は NG！
・なるべく早い段階で、教員・保護者の方に目を通してもらう→改善
・新聞や書籍などで日々情報収集し続ける ※ネットニュースは情報源などに注意！

（日）
（第２日）

２科目選択 15：30～17：40（注１）
１科目選択 16：40～17：40

※裏面へ続く

最後の夏休みだからこそ安心・安全に

＜とにかく大事なこと！＞
・学校説明会・オープンキャンパスに行く

※行かずに受験は×

・受験希望先の最 新の募集要項を取り寄せ、 要件や受験内容、各
種締め切り日等を確実に確認しておく
・必要に応じ担任へ受験希望先の情報を正確に伝える

～交通＆ SNS のルール・マナー 改めて徹底を～
夏休みに入ります。改めて確認しておきます。
＜交通＞

※「わかっているだろう」「知らなくても大丈夫だろう」

自転車 ・イヤホン／スマホながら運転

「なんとかなるだろう」は通用しない
・進路に関する不明点はそのままにせず、早めに担任、進路指導部へ相談する
・受験計画、対策計画を一般入試まで具体的に立てておく
※指定校推薦は、校内選考が通る保証が夏休み時点ではない
※公募推薦、AO 入試は合格を保証した試験ではない
※公募推薦、AO 入試は特に中堅大学にて難化傾向（本校は昨年度合格率５０％程度）
・保護者の方との進路希望、学費、奨学金等に関する合意形成（考えを合わせていくこと）
をしっかりと図る

⇒特に重大事故につながる可能性 ○
大
自転車保険への加入も ！

・二人乗り、並走
・一時停止無視、スピードの出し過ぎ
バス・電車内
・乗車マナー（カバン の 持ち方、携帯通話、優 先 席の扱い、譲り合い等 ）
＜SNS＞・匿名アカウントからの誹謗中傷、他 人 の個人情報公開
・自身の個人情報漏洩
・詐欺、出会い系、ス パ ムメール
気を付けても気を付け過ぎることはないことばかり 。
常に交通＆SNS のルール・マナーへの意識を持ち、自分と相手の命と生活を守り合う！

・勉強の合間に新聞・読書
・合格できた自分をイメージし、ポジティブに頑張る

※安心・油断は×

＜今後の予定＞
どんな後悔をもしないために、とにかく、
やれることはなんでもやる。やり抜く。やり切る。のみ。

＜事前確認＞
調査書を受け取るまで
①調査書の希望を担任へ申し出る
②調査書発行願いを進路室にて受け取る
③調査書発行願いに丁寧に記入
④担任へすみやかに提出

※ペン書き

※現住所は間違えのないよう正確に！

※必要となる最低 10 日前

⑤発行された調査書を担任から受け取る
推薦の申し込みまで
①自分の評定平均と必要評定平均を正確に確認する
②指定校推薦／公募推薦申込書を進路室にて受け取る
③必要事項を丁寧に記入
※保護者の署名、捺印を忘れずに
※指定校推薦は第③希望まで記入可
※ペン書き
④９/３（水）遅くとも帰り SHR までに担任へ提出

９/２（月）
始業式・避難訓練
３（火）
推薦申込締め切り センター試験説明会
４（水）
第１回推薦会議（申込 ～３（火））
11（水）
AM 日課 PM 文化祭準備
第 2 回推薦会議（申込 ～10（火））
12（木）
文化祭準備（終日）
13（金）
文化祭① ※校内発表
14（土）
文化祭② ※一般公開
10/４（金）
体育祭
16（月）
敬老の日
12（土）
3 年進研模試 ※希望者
17（火）
代休
14（月）
体育の日
18（火）
片付け 文化祭閉会式
19（土）
学校公開
19（水）
21（月）
代休
～25（水）生徒面談週間
22（火）
即位正殿の儀（祝日）
21（土）
3 年進研模試 ※希望者
24（木）
AM 日課
25（金）
23（月）
秋分の日
～29（火）中間考査

※７/１９（金）指定校公開

★３年の「ガンバッテマッセ」★

頑張って る本学 年生徒 を紹介 するミニ コーナ ー

全国高校野球千葉県大会一回戦（7/11） 合同チームとして県大会史上初勝利！！
3 組 野球部 信太克哉 選手 鈴木大翔 選手 本当におめでとう！
☆千葉日報では第一面カラー！！読売新聞、朝日新聞にも大きく掲載！
☆13（土）２回戦目 VS 清水も勝利！！

予定 １８（木）３回戦 VS 千葉商大付属

