
 

「自己を拓く」進路だより 

第３号 令和２年５月 11 日 

静岡県立浜北西高等学校 進路指導課 

 

 

 

◆３年間の見通しをもって 

未曾有の流行病によって、前代未聞の長い長い休校が続いています。この措置は５月末まで延長されるこ

とが決まりました。みなさん、自宅での生活はいかがですか。本音で答えれば、不安な時間だけが増えてい

るといったところでしょうか。それは先生も同じです。休校中の授業内容、クラス作りや各種学校行事、キ

ャリア教育と進路指導、そして進路実現まで…、枚挙に暇がありません。 

しかし、こんなときだからこそ知恵を搾り出し、みんなで意見を出し合って難局を乗り越えたいもので

す。人間は考える葦ですから…(パスカル) 

★１年生は始まったばかりの高校生活。でも進路に向けて、３年間という砂時計の砂は落ち始めました。 

３年間はアッという間です。ホントです…“過去の成果で未来を生きることはできない” 

★２年生は、部活動でも中心になる学年。努力すれば、結果は必ず付いてきます。 

ホントです…“努力は運を支配する” 

★３年生は、いよいよ目前に迫った進路決定。 

ホントの努力はまだまだここから、これから…“時間は有限、努力は無限” 

浜北西高校は、そんな皆さんの進路実現に向けてお手伝いをします。 

個々の適正・興味・能力を生かした適切な進路選択ができるように、進路指導課では１年次から3年間の

見通しをもって計画的に指導していきます。 

 

◆令和２年度 模試日程一覧（予定） 

今年度の模擬試験の予定をお知らせします。 

＊3 年は希望受験、1・2 年【総合学力記述模試】は全員受験 

  

月 日 曜 試験名 主催 対象 月 日 曜 試験名 主催 対象 

4 18 土 進研総合学力記述 ﾍﾞﾈｯｾ ３年 10 3 土 駿台記述 ﾍﾞﾈｯｾ ３年 

5 7 木 全統共通ﾃｽﾄ① 河合塾 ３年 10 18 日 全統共通ﾃｽﾄ③ 河合塾 ３年 

５ 15 金 全統記述① 河合塾 全学年 10 25 日 全統記述③ 河合塾 ３年 

6 14 日 進研共通ﾏｰｸ ﾍﾞﾈｯｾ ３年 
10 31 土 

総合学力記述 ﾍﾞﾈｯｾ 1・２年 

6 27 土 
総合学力記述 ﾍﾞﾈｯｾ 1・２年 駿台共通ﾏｰｸ ﾍﾞﾈｯｾ ３年 

進研総合学力記述 ﾍﾞﾈｯｾ ３年 11 22 日 全統ﾌﾟﾚ共通ﾏｰｸ 河合塾 ３年 

８ ２ 日 全統記述ﾃｽﾄ② 河合塾 ３年 12 1 9 ‣ 2 0 土日 東進直前模試 東進 ３年 

８ 23 日 全統記述② 河合塾 ３年 1 23 土 総合学力記述 ﾍﾞﾈｯｾ 1・２年 

9 12 土 駿台共通ﾏｰｸ ﾍﾞﾈｯｾ ３年 2 6 土 大学入学共通ﾏｰｸ ﾍﾞﾈｯｾ ２年希望 



◆スタディサポートを振り返ろう 

4 月 10 日（金）に受験したスタディサポートの結果が届きました。皆さんは確認しましたか。これは、国

数英 3 教科の基礎基本の定着度を測るテストです。各教科の結果が GTZ で示されますが、3 教科の内の最低

評価が全体の GTZ に大きく影響する仕組みです。教科によって GTZ の高低差が開いている人は、その低い科

目の克服、または正答率の低い分野の克服に取り組みましょう。 

破れた穴は小さいうちに埋めるが肝心です！ 

まずは、自分のタイプを知ろう！ 

タイプ①…学習習慣「要改善」型 学習習慣がないが、学力はあるという最も厄介なタイプ 

しかし、学習習慣こそ生まれればタイプ③の上位に入る可能性がある。この可能性が育つも朽ち

果てるも君次第だ！ 

タイプ②…高校生スタイル「未定着」型 学習習慣も学力もなく、高校生としての資質？？のタイプ。 

まずは、学習習慣を作ること！ 学習時間の確保が先決です。早く高校生になろう。 

タイプ③…高校生スタイル「定着」型 学習習慣が身に付き、それに伴い学力もあり、順調なタイプ。 

学習姿勢についても振り返りながら、この生活を続けよう。 

タイプ④…学習方法「要チェック」型 学習習慣はあるが、その方法に問題があるタイプ。 

そんな君は、学習姿勢に問題があるかも…？ 一夜漬け、丸暗記…、こんな学習に終始していま

せんか？ 学力は知識×思考力です。学習方法を見直すことがこれからの進化につながります。 

個票や Classi の学習記録で自分の学力（得意・不得意分野）を振り返ろう。 

 

◆ＧＴＺ 

模試等で気にしてほしいものの一つに「ＧＴＺ」があります。２、３年生にはおなじみですよね？ 

GTZ とは、ベネッセの合格判定基準の一つで、学習到達ゾーンのことです。ベネッセが決めた学習の力を

表す指標です。基本的には偏差値を対応させた指標です。どこに当てはまるか、確認してください。 

本校で希望が多い「看護・医療系専門学校」の一般入試合格レベルはB3以上が必要です。国公立大の最低

レベルはB２、静大など地方国公立大はA3です。D3の人は、就職も進学もできないという厳しい現実もあり

ます。 

次回は、スタディサポートから見える本校生徒の特徴を書いてみます。 



 

【学力】１年 C1、２年 C1、３年 C2 ／ 学習習慣 １年 B2、２年 C1、３年 B3 

学力は例年 C1 平均で推移している。学習習慣は、1 年次が最も高く、2 年次に向けてほとんどな

くなり、3 年の春少し改善する。1 年次後半から 2 年次にかけて学習習慣が極めて低くなるため、3

年次春の学力は低く現れる傾向にある。今の学習時間は、半年後、一年後に返ってきます。 

【学力／学習習慣バランス】(①/②/③/④) 

１年 9.2/4.8/46.8/39.2、２年 13.4/21.3/41.7/23.6、３年 9.2/7.0/58.7/25.1(%) 

どの学年もタイプ③ ④が多いのは良い傾向である。ただし、２年は①②が増加傾向にあるので、今一度学

習習慣を見直そう。また、一般的にタイプ① ②に入っている生徒は要注意である。特に①は学力があって

も学習習慣が伴っていないので、今後②に陥る可能性が高い。しかし、学習習慣が身に付いてくれば③の

上位に来る可能性も秘めている、果たしてタイプ①の君はどちらか…? 

タイプ②は、学力学習習慣とともに高校生スタイルが未定着の状態である。今できること、それは学習時

間の確保、さてできるかな…？ 

① 学習時間(平日平均) １年 84、２年 34、３年 48(分) 

1 年次は中学校での学習時間が反映されている傾向があり、例年 80〜90 分程度の数値が出るものの、2

年次では 30 分台まで下がる傾向も毎年変わらない。3 年次に近づくにつれ進路意識も高まり学習時間は

増えるものの、すぐに学力に反映されるわけではない。３年 6 月の進研マーク模試で現れる偏差値が受験

直前の偏差値と変わらないというデータもあるため、3 年生にとってはこれから 1 ヵ月が正念場である。 

② 部活動参加/部活動不参加(平日平均) ２年 35/28、３年 48／44(分) 

本校の生徒に限って言えば、部活動へ毎日参加する生徒は不参加者よりも家庭学習時間が若干長い傾向に

ある。また、大学進学を考えるならば、平日平均 90 分、休日平均 120 分(１年次)が目標値である。 

③ 学力・学習バランス×学習姿勢(タイプ❸平均)  

１年 66.7/58.0/46.9/44.0/46.1 

２年 62.0/56.9/46.3/42.4/44.7 

３年 61.6/55.0/44.2/39.9/38.8 

学習行動(習得/課題克服/仮説検証)/学習方法/学習の捉え方 

学習行動の 3 領域のうち、課題克服と仮説検証は、平均値よりも高い傾向にある。これは与えられた課題

を克服しようとする姿勢とわからない問いに仮説を立てて考える姿勢を指す。一方で習得についてはやや

低い傾向がある。これは知識の積み上げができていないことを指す。物事を考えたり調べたりすることへ

の関心は高いが、知識を広げていこうとする意欲は少ないと言える。したがって、今ある知識だけで問題

に向かおうとするため、知識を引き出せない部分で解答できない結果が生じる。学習方法は、課題に対し

て自ら考えたり、調べたり、検証をしたりしながら取り組んでいるかを表している。同じ時間学習をして

いたとしても、今までの知識を振り返りながら新しい課題に臨んでいるかが見える。学習の捉え方は、答

えを導き出すまでのプロセスを大切にしているかや失敗から学ぼうとしているかなど、学習に対する考え

方を示している。学習方法と同様に、丸暗記や一夜漬け的な発想で望んでいても将来に残せる知識にはな

らないことを暗示している。           

良いところは伸ばし、悪いところは改善するように心がけましょう。 

 

 

  



 

  



◆進学カウンセリング 

４年制大学をめざす生徒向けに相談できる窓口を開設しました。模擬試験の結果や課外講座を受講している

中で、学習の仕方や科目に関することで悩みを抱えていましたら進路室を訪ねてください。 

担当：内山、小杉、池田、大井、石垣 

 

 

  



中間テストが  日（ ）から始まります。 

１年生は、高校入学後初めての定期テストですね。高校は、同じくらいの学力、あるいはそれ以上の学力の

生徒たちの集まりなので、「自分は浜北西高で、どれだけやっていけるか」って不安でしょう。 

そんな不安を払拭するいい方法があります！ 高校最初のテスト、死ぬ気で頑張って勉強してみて！その結

果を見て、「よし、これなら自分は浜北西高校でやっていけるぞ！」っていう感覚を、是非つかんでほしいん

です。入学後最初の定期テストの出来が、今後３年間の機動力と自信につながるんです。 

 

３年生にとっては、「大事な３年の１学期」を左右するテストですね？ 「勉強は土日にまとめて」「試験

前に勉強すればなんとかなる」って思っていませんか？ なんとかなりません！ 

テストまで2週間。「手帳」をフル活用して勉強しましょう。テスト前の 日（ ）～  日（ ）まで学

習時間調査があるから、そのためにも4点固定を手帳にしっかり書き込み慣れておきましょう。 

【テスト勉強のポイント】 

①今回の目標を決める。数値目標（具体的な目標点数を決める。）「手帳」に記入。 

②各科目のやるべきことを洗い出す。「手帳」に記入。 

③調整日、予備時間を取っておき、無理のないスケジュールを立てる。「手帳」活用！ 

④苦手な科目はできるだけ早めに取りかかり、時間をかけて取り組む。学習時間は「手帳」に記入。 

⑤毎日、計画を実行できたかどうか確認。軌道修正も。「手帳」でチェック。 


