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今月の「白布ヶ丘だより」の発行が遅くなってしまい申し訳ありません。さて、立春を過ぎ、日中
は春を思われる日もありますが、雪が降るなどまだまだ寒い日々が続いています。しかし、校内の紅
梅も満開となり、雪の下でも三色スミレの花がしっかり咲いているなど、確実に春が近づいているこ
とが感じられます。また、殆どの３年生は受験本番を迎え最後の努力を重ねていますが、合格という
春がすぐすぐそこまで近づいて来ているでしょう。健闘を祈っています。

センター試験終了
センター試験終了
1月16日･17日の両日、作新学院大学を会場と
してセンター試験が行われました。本校からは
約230名が受験しました。心配された新型インフ
ルエンザの影響は、ほとんどありませんでした。
試験当日は好天に恵まれ、校長をはじめ進路
指導部・３学年担任・教科担当などの先生方が
激励に訪れました。担任から合格を祈念した飴
が受験生一人一人に配られる中、生徒達は元気
に試験場に入っていきました。
大学入試センターが発表した各科目の平均点
等の中間集計結果によると、英語の筆記やリス
ニング、数学Ⅱ・Ｂ、生物Ⅰ、日本史Ｂの平均
点は昨年の中間集計よりアップしたものの、国
語(-6.8)、数学Ⅰ・Ａ(-14.4)、化学Ⅰ(-15.4)、
物理Ⅰ(-8.7)、政治・経済(-9.8)など大幅にダ
ウンした科目が多かったようです。
受験生は自己採点の結果をうけて、出願する
大学を決定し、2月25日からの国公立大学の前期
日程試験、3月8日からの同中期日程試験､3月12
日からの同後期日程試験に挑みます。
合格発表は、前期日程試験が3月6日～3月10日
（公立大は3月1日～3月10日）、中期日程試験が3
月20日～3月23日、後期日程試験が3月20日～3月
24日に行われます。
また、1月下旬からは私立大学の入試もあり、
受験生には十分な準備をして悔いの残らない入
試にしてほしいと思います。
なお、現２年生が受験するセンター試験は平
成23年1月15日(土)･16日(日)の実施が決定して
います。来年度は第3学期始業式である1月8日が
土曜日に、1月10日(月)が成人の日で祝日にあた
るため、第３学期始業式は1月11日（火）となる
予定です。その週の土曜日がセンター試験にな
るという窮屈な日程となりそうですので、セン
ター試験対策は、例年より早めに始めるとよい
でしょう。
今回のセンター試験から過去問の再利用が可
能になるという変更がありました。過去のセン
ター試験や個別学力検査で使用された素材文や
教科書に掲載された文章であっても、適切なも
のであれば、素材文として使用することもあり
得るとのことでしたが、この変更は今回のセン
ター試験にはあまり影響はなかったようです。
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現在、「地理歴史」と「公民」は別の時間で実
施していますが、平成24年度入試からこの試験
枠を統合して、「地歴・公民」から最大２科目の
選択を可能とする形になります。これにより、
日本史・世界史、日本史・地理、世界史・地理(そ
れぞれA･B科目別)など、「地歴2科目」の選択が
できるようになります。また、公民出題科目と
して従来の科目に加えて「倫理、政治・経済」
を新設されます。理科も現在６科目を２科目ず
つの試験枠に区分けしていますが、統合して理
科６科目から最大２科目の選択が可能な形とな
ります。これにより現行では不可能な「物理・
地学」などの選択ができるようになります。
現在、各大学から平成24年度入試で用いるセ
ンター試験の科目が順次公表されている段階で
すが、公表された結果を見ると、文系で難関と
呼ばれる大学では、公民の科目として「倫理、
政治経済」のみを求める大学が目立ちます。
理系でも難関大学では「現代社会」が利用で
きない大学が目立ちます。「地理」が苦手なので
「現代社会」で受験するという方法は使えない
大学がありますので、注意が必要です。
本校は「倫理」という科目を設定していませ
んが、生徒が難関大学を目指す場合、不利とな
らないよう万全の対応を致します。
地元の宇都宮大学は未公表ですが、現在判明
している主な大学の利用は以下の通りです。
（１）「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理，政
治・経済」から2科目選択
北海道 (文系)、東北 (文系)、千葉(文)、
東京 (文科)、一橋、京都 (教育)、
九州 (文、教育、経済)
（２）「世界史B」「日本史B」「地理B」から2科目
九州 (法)
（３）「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政
治・経済」から1科目
北海道 (理系)、東北 (理系)、東京 (理科)、
京都 (理、医 [人間健康科学]、薬、工、農)、
九州 (理、医、工、芸術工)
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３月
１日 （ 月） 卒業式予行、
卒業式予行、 同窓会入会式
２日 （ 火） 卒業式
５日 （ 金） 学力検査場作成
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２４日
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※新型インフルエンザの流行の状況によっては、
３月１２日（金）に高校入試の学力検査の追
検査が実施されることがあります。追検査の
有無については３月１日県教委より発表され
ます。

県立高等学校入学者選抜に
県立高等学校入学者選抜 に 伴 う 生
徒休業について
について
徒休業
県立高等学校入学者選抜、いわゆる高校
入試に伴い下記の通り生徒休業となります。
また、生徒休業日は校内への立ち入りに制
限がありますので、ご協力方よろしくお願
いいたします。
なお、３月１０日(水)は他校では生徒休
業となる場合もありますが、本校では授業
日となっていますので、ご注意ください。
記
３月８日（月）学力検査
生徒休業(学校内立入禁止)
３月９日（火）入試事務
生徒休業(校舎内立入禁止)
３月11日（木）入試事務
生徒休業(校舎内立入禁止)
※ ３ 月 １０日
１０ 日 （ 水 ） は 午前中授業、
午前中授業 、 午後放
課 、 午後は
午後 は校舎内立入禁止となります
校舎内立入禁止 となります。
となります 。
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学年末テストが終了してから次年度の始業式ま
での約一ヶ月間を０（ゼロ）学期と称する場合が
あります。０学期は卒業式関連の行事や高校入試
のため、授業が割愛されたり生徒休業日が続くな
どします。この時期は、ややもすると学年末テス
トが終了した安堵感等も加わり、ノンビリとした
学習生活をおくる生徒が見られることがあります。
しかし、本来は４月からの新しい学年での学習の
充実や進路を実現させるための準備をする重要な
時期です。教科によっては３月から学年末及び学
年始休業日（いわゆる春休み）にかけての課題（宿
題）が出題される予定ですが、それに加えて、各
生徒が苦手分野がある場合はその克服を、得意分
野はさらに得意となるよう、０学期を有効活用す
ることを期待しています。
さて、本校生の家庭学習時間が年々減少してい
るのではと指摘されることがあります。本校の授
業は最大限の効果をあげるため、予習・復習を前
提にして実施しています。ですから、予習・復習
を怠っていると授業がだんだん理解しにくくなる
はずです。予習→授業→復習のサイクルが確立し
ていない生徒は一日も早く確立してください。
また、授業に臨むにあたっては集中力が大切です。
心身ともに良い状況で授業に臨むためには早めに
登校して授業に備えることも有効です。
授業で疑問点が生じた場合は、適切な質問をす
るなどして早めに解消しましょう。学習内容の理
解と記憶は比例すると言われていますので、疑問
点をそのままにしておくと、効率の悪い学習とな
ってしまいます。苦手とする科目ほど復習、すな
わち学習内容の確認が必要です。
家庭での学習法はさまざまなやり方があります。
自分自身に適した学習法を探すこと、集中して行
うこと、継続して学習することが大切です。
一般に、進学校の生徒の平均家庭学習時間は、
平日は学年＋２～３時間程度、休日は平日の２倍
以上と言われています。なお、この中には学校の
休み時間等に学習した時間や塾等で学習した時間
も加算されています。毎日の生活のリズムが異な
る場合は週単位で目標時間を決めるのも良いでし
ょう。しかし、どんなことがあっても「家庭学習
時間０の日」はなくしましょう。また、部活動の
ため帰宅が遅い生徒は学習との両立を図るために
「集中力」と「学習に関する工夫」が必要です。
休み時間や昼休み等を十分利用しましょう。なお、
生理学や生活のリズムから判断すると、深夜の学
習は本人が思っているほど効果的ではないとも言
われます。家庭学習の開始時間は早めに設定した
方がより効果的です。３点固定方式と言って、起
床時間、家庭学習開始時間、就寝時間を固定した
学習計画を実行することによって、多くの生徒が
成果を上げた例もあります。
学習成果を上げるためには、「規則正しい生活」
と「やるべきことをきちんとやる（予習をする／
きちんと授業を受ける／復習をする／課題を必ず
提出する／等々）」というきわめて当たり前のこと
を実行することで、特効薬や裏技があるわけでは
ありません。
０学期のゆとりある時間を活用して、教科書や
補助教材、これまで実施したテスト問題などを見
直してはいかがでしょうか。

