
学年別懇談会　Ｑ&Ａ

学年 質　　　問 分掌 回       答

1 類型選択 文系・理系選択後のカリキュラム 教務

合格オリエンテーション時に配付の「入学のしおり」p.3、及び生徒へ配付の「オ
リエンテーションのしおり」p.3に「教育課程編成表」が掲載されていますのでご
覧ください。なお、５月２５日（木）の「類型説明会」において、文系及び理系のカ
リキュラムについて教務部から生徒に説明いたします。その際、配付する資料
もご一緒にご覧ください。不明な点がございましたら、個別にご相談ください。

2
学習指導
進路指導

家でもう少し勉強するかと（宿題）思って、塾に
行くことを控えておりますが、今のところあまり時
間数はやっていないようです。塾に入れた方が
いいでしょうか。

教務
進路指導

高校での勉強は、毎日の授業の予習・復習を家庭で行うことが基本です。ここ
が中学校までと大きく異なるところです。この学習習慣を早く身に付けることが
大切です。また、進路実現に向けて、１年次から授業以外に補習・土曜開放等
を実施しています。こうした学校での学習を有効に活用してほしいと思います。
３年後の進路実現を達成した生徒を見ていますと、学校の学習に軸足を置い
て、その内容にしっかりと粘り強く取り組んでいます。

3 進学指導
年々、国公立大への進学者が減ってきています
が、指導の仕方が違うのでしょうか。 進路指導

本校では、一貫して、国公立大に限らず一人一人の生徒の進路希望に即し、
その実現に向けて指導・支援をしています。学年の特徴や傾向があり、この３
月に卒業した学年は、地元国公立大学への志向が強く、ここ3年間で最も多い
合格者数でした。今後も、生徒一人一人の目標の実現に向けて、安易に妥協
せず、粘り強く努力できるよう指導していきます。

4 制服
夏服と冬服の制服の切り替えの際に中間服の
ような形式はないでしょうか。今の時期は暑そう
でかわいそうです。

生徒指導

登下校時は制服着用で、という指導をしております。近年、５月でも気温が高い
日もありますので、一年生の夏服受け渡し翌日の５月１６日(火)から夏服着用
を可としております。また、授業中などには学生服を脱いで白カッターシャツで
過ごすこともできます。気温に応じて調整をしてください。なお、男子生徒の中
間服（合服）へのご意見は、他学年からもいただいております。多方面からのご
意見を聞きながら、考えてまいります。

5 学習

子供の勉強時間が毎日、「１時間以上２時間未
満」です。勉強時間のあまりの少なさに不安で
す。今後、学校の課題等増える予定でしょう
か？

学年

今後、授業の内容が難しくなっていきますので、必然的に課題に要する時間や
予習・復習にかける時間が増えていくと思われます。英語や古典は授業の前
に予め自分で訳しておく、数学は学校で解いた問題を家でもう一度解き直すな
ど、科目に応じた学習方法を身に付け、取り組んでいただきたいと思います。

6 検定
英検、数検の検定試験は学校で受ける事がで
きますか？

教務
学校で英検や漢検等の検定試験は実施していませんが、個人的に学校外で
申し込み・受検をしている生徒はいます。

7 部活動
部活動にかかる費用を部活動登録の前に教え
てほしい。

特別活動
各部顧問から本登録より前の仮登録の段階で、費用の概要を示せるようにし
ます。

質問項目

１年
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学年 質　　　問 分掌 回       答質問項目

1 週末課題
週末課題に時々追われているときがあります。
週末課題の成果がどのような形で子供たちに現
れているのか知りたいです。

教務

生徒の基礎学力の定着及び学習習慣の確立を目指し、週末課題を出していま
す。復習の効果を考える際によく知られているエビングハウスの忘却曲線で
は、何もしなければ１週間後には学習した内容の80％近くを忘れてしまい、ま
た、繰り返し学習すれば忘れにくくなると言われています。さらに、いつ復習す
るのが効果的かというと、1週間後までに行うのがよいとも言われています。そ
ういう意味で、週末課題を出しています。週末には、部活動の練習や大会、ご
家庭での行事などご都合もあると思いますが、計画的に取り組めるよう予告し
ていますので、自分の身になるように毎日少しずつ取り組んでほしいと思いま
す。

2
補習

土曜開放
熱心な勉強指導ありがたいです。
できれば底辺の底上げも図ってほしい。

3 補習
生徒の成績に応じてレベルごとのコースを設け
てほしいです。今の補習は上級者向けで、参加
しにくいと本人が言ってます。

4
自転車のマ

ナー

自転車のマナーが悪いそうですが、生徒も気を
つけると同時に学校も対策を取ってほしい。東
門も活用してほしい。

生徒指導

交通安全指導として4月に警察署の交通課職員による交通安全講話を実施し
ています。職員による指導は、交通死亡事故ゼロの日を中心とした立ち番指導
を、また、ＰＴＡの生活委員にご協力をいただき年2回の立ち番指導を実施して
います。外部からのご指摘に対しては、指摘箇所と内容を地図におこし生徒に
具体的に注意を行っています。特定箇所の通過者に対しても、個別に指導を
行っています。ご家庭でも乗用車に同乗の際などに、自転車の危険性につい
て話題にしていただけると助かります。
登下校時は、すべての門を開放して分散しての下校を指導しております。

5 学校祭 文化祭、体育祭が、外部の人にはつまらない。 特別活動

体育祭では、実施している内容が観客にわかりづらかった競技は、他のものに
変更しました。進行をもっとテキパキとできるよう改善します。文化祭では、生
徒に、「自分たちの意図を、見てくれる人にいかにして伝えるか、を意識するこ
と」の重要さを再度確認します。各クラスの文化祭企画は、短い準備期間で生
徒が考え、議論し、意見の衝突や準備の停滞などを乗り越えて作り上げたもの
ばかりです。大人の目から見た出来不出来はありますが、その過程や生徒た
ちの成長を思い描きながら見ていただければと考えます。

基本的な内容からステップアップしていく形で実施してもらっています。
積極的にご活用ください。ただし、予習は必要になります。
レベル毎のコースに関しては、学校としても実施できたらとは考えております
が、教科ごとの担当者数に限りがあり、十分対応できないこともあります。その
あたりをご理解いただけると助かります。

学年

２年
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学年 質　　　問 分掌 回       答質問項目

6 部活動 荒天時の部活動の中止連絡が遅い。 特別活動

公式大会の場合、大会主催者の判断を受けて連絡がまわっています。現状が
最大限早い時間の連絡です。練習試合は、できるだけ早く連絡できるように努
めていますが、グラウンドの状況の判断もありますので、遅くなった場合はご理
解ください。

7 部活動 熱中症対策を徹底してほしい。 保健

５月１９日（金）に生徒及び教職員を対象に実施したＡＥＤ講習会の際に、熱中
症対策の講話も行いました。生徒は不調を感じたら、すぐに部顧問に申し出る
ことを、部顧問は、生徒の様子をよく観察し、調子の悪そうな生徒に対しては無
理に活動をさせないように伝えました。保健委員会でも、夏の時期には熱中症
警報を毎日掲示しています。体育教官室や体育館には温度・湿度計が設置し
てあり、熱中症の危険度が表示されています。部活動時や体育の授業時に温
度・湿度計をみて、熱中症の危険度を確認するように、再度関係職員に伝え、
注意喚起します。

8 学校行事
子供から学校の情報が回ってこない。絆ネットを
もっと利用してほしい。

学年

絆ネットは、緊急性の高い事項の連絡を優先して配信しております。ただし、学
校行事や保護者会などの連絡、補習や模試の申込、学年諸費の払込、類型
選択のなど進路に関すること、などは配信しておりますので、お子さまに声をか
けてみてください。なお、学年共通の場合には、ホームページにも掲載しており
ます。

２年
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学年 質　　　問 分掌 回       答質問項目

1 進学指導

文系の国公立大学受験は毎年厳しくなっていま
す。学生本人はあまりそのことを実感していない
ように思います。どの程度の成績が必要で、ど
の程度（相当な努力が必要と思われますが）の
時間努力しなければならないのか、強力な後押
しをお願いしたいものです。

進路指導

ご指摘のとおり、就職状況などから、最近の入試は「文高理低」と言われており
ますが、来春の入試の動向などは、進路情報として機会あるごとに生徒に流し
ていく予定です。大学のレベルや合格ラインについては、模擬試験での判定な
ども参考にしますが、何より現役生は、あきらめずに最後まで粘り強く学習して
いけば、最後の伸びは計り知れないものがあります。友だち、クラス、学年全体
で刺激を与え合い励まし合いながら頑張ろうという気持ちで、毎日の学習を積
み上げていくことが大切です。学習は内容の濃さが大切なのは言うまでもあり
ませんが、やはり3年になると、時間をかけないと理解できない高度な内容に
なっています。3年生は、家庭での学習は、平日４時間、休日10時間必要であ
る、と生徒に言っています。各クラスでも、定期的に学習時間をチェックするな
ど、生徒が受験に向かって頑張れるよう支援していきます。

2 進学指導

卒業生の意見で、３年の受験勉強で、学校の自
習室が18時に閉まるとのこと。塾に通っている
子や近隣の進学校（五条など）は遅くまで自習
室が使えるそうなので、せめて19時までくらい延
長できませんか。

進路指導

本校では、3年生の学校の自習室での学習を、夏時間では１８時３０分まで、冬
時間では１８時までとしています。もちろんできるだけ長く学習の場を提供した
いと思っておりますが、安全と健康を最優先に考えて時間を決めています。学
校の周辺の状況や通学に時間がかかる生徒が多いことなどを考え、何より安
全に帰宅できることが必要です。また、通学時間が長いと、帰宅して夕食を食
べる時間も遅くなり、健康上よくありません。受験を乗り切るには、心身の健康
と気力が大切です。ＬＳＴ後に学習にとりかかる時間を早めたり、無駄をなくす
よう工夫したりして、取り組んでください。どうかご理解とご協力をお願いしま
す。

3 制服

女子はベストもあって気温を調整しやすいの
に、男子は学生服のみで調整しづらくてかわい
そうです。（女子より体温高いのに）カーディガン
など（指定でかまわないので）作ってもらえませ
んでしょうか。

生徒指導

4 制服
長袖のカッターシャツに校章を入れたら、上着を
着なくても登校できませんか。熱中症が心配で
す。

生徒指導

5 校章
男子の校章が壊れやすいのでなんとかなりませ
んか。

生徒指導
ご迷惑をおかけしております。業者に現状を報告し、改善や工夫ができないか
を相談しています。

6 補習
補習が参加できない部活がありますが、本人の
意思で苦手教科だけでも参加できませんか。

進路指導
全体としては、部活動の最後の公式戦が終わるまで、部活動を優先としており
ますが、生徒の状況に応じて対応しておりますので、顧問の先生や担任にご相
談ください。

３年

登下校時は制服着用で、という指導をしております。近年、５月でも気温が高い
日もありますので、一年生の夏服受け渡し翌日の５月１６日(火)から夏服着用
を可としております。また、授業中などには学生服を脱いで白カッターシャツで
過ごすこともできます。気温に応じて調整をしてください。なお、男子生徒の中
間服（合服）へのご意見は、他学年からもいただいております。多方面からのご
意見を聞きながら、考えてまいります。
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学年 質　　　問 分掌 回       答質問項目

7 トイレ

いつも熱心なご指導ありがとうございます。２年
間懇談会等で来校する機会がありましたが、ト
イレの暗さ、冷たさ、汚さがとても気になります。
新川高校のますますの発展のためにも改善に
力を入れてほしいです。

保健

トイレの施設・設備の改修はなかなか実現が難しい状況です。
昨年度よりトイレ清掃の監督は、よりきめ細かく指導できるように男女別にし、
丁寧に清掃を行うよう努めています。今後も、清掃を徹底するように指導してい
きたいと思います。

8 大学受験
大学受験について詳しく聞かせてください。先輩
の体験談などあればうれしいです。

進路指導

PTA学年別懇談会でお話しする予定です。また、ＰＴＡ総会で配付した資料に
も、2名の生徒の体験談を掲載し、お配りしました。生徒たちには、3月１６日
(木）に今春大学に合格した卒業生１０名ほどから、直接合格体験談を聞き、大
変刺激を受けたようです。その直後から、自習室で学習に取り組む姿が見ら
れ、例年よりスタートが早い印象を受けています。

9 大学受験

私大を第一希望にした場合、センター試験で受
験する科目すべてを勉強すべきか、希望の私大
の科目に絞って勉強すべきか、良いアドバイス
がありましたらお聞かせください。よろしくお願い
いたします。

進路指導

現在の大学入試はさまざまな方法があり、私大のセンター利用といっても多種
多様です。逆に、こうした受験方法をうまく利用する必要も出てきます。始めか
ら科目を絞って学習すると、受験の選択肢を狭めることになります。生徒一人
一人に応じた助言を行っていきますので、担任や進路担当へ個別にご相談い
ただければと思います。

10 奨学金 奨学金についての説明はありますか。 教務 ５月下旬に生徒対象説明会を実施します。

11 総合の選択
文Ⅰクラスの「総合的な学習の時間」の選択肢
が、看護数学と体育だけでは少ない。

教務

「総合的な学習の時間」については、学習方法に関することや他者や社会との
関わりに関することなどの視点で、学び方やものの考え方を身に付けることな
どを目指している教科です。講座の科目は、文Ⅰの履修科目全体のバランス
を鑑みて設定しております。

12 服装
エアコン使用時に寒いので、カーディガンを使用
できないか？

生徒指導

外気温も考慮し、寒い場合は設定温度を上げることもしておりますが、教室内
の位置によって温度差があるようです。寒さを感じる時は男女ともにジャージの
長袖の着用を認めています。女子については、合服の着用も認めていますの
で、体調管理をお願いします。

一時受け渡しフォルダの「森治先生へ」の中に“学年別懇談会ＱＡH29”のファイルがありますので関係分掌で回答を入力してください。（5/12中にお願いします）

３年


