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 ７月１６日（土）、１７日（日）の２日間、学園祭が行われました。コロナ禍で一般公開が中止、支部の模擬

店も中止になり、例年のような生徒のあふれかえるような熱は控えめですが、それでも中学生、高校生のエネ

ルギーには感心させられました。文化委員・クラス企画・クラブ・有志など、それぞれが責任を背負いながら

仕事を成功に導く経験は、非常に大切だと改めて考えさせられました。今回、高校３年生と中学生の企画を比

べると、内容はともかく、企画を曲がりなりにも仕上げる能力は、高校３年生の方が明らかに優れているよう

に見えました。私は中学の文化系クラブ企画も担当していますが、今の中学１～３年全員が一度も学園祭を経

験していないため、創意工夫して自ら考えて動くことに、過去の生徒以上に不慣れなように感じました。日本

中の学生が、この数年間同じような環境に置かれていると考えると、新型コロナによる若者への影響がいかに

大きいかと心配になります。これらの影響を最小限に出来るよう、これからも学習以外でもたくさんの経験と

成功失敗を積み重ねて欲しいと思います。（オ） 
 
 

１．７月 高３前期第２中間テストの成績集計方法について 

 

①〔試験科目〕 

 

理系   … 現代文＆古典（80分）、英語（60分）、英会話 or演習英語（50分）、数学（80分）、 

倫政 or日本史 or世界史 or地理（50分）、生物（50分）or物理（50分）、化学（60分） 

 

国立文系 … 現代文&古典（80分）、演習国語（50分）、英語（60分）、英会話（50分）、数学（80分）、 

倫政＆日本史 or世界史 or地理（100 分）、化学基礎＆生物基礎（60分） 

 

私立文系 … 現代文＆古典（80分）、演習国語（50分）、英語（60分）、英会話（50分）、 

倫政＆日本史 or世界史 or地理（100 分） 

 

（     が、理系・国公立文系・私立文系で受験科目や試験時間が異なる科目です。） 

 

 

 

②〔母集団の人数〕 

 

【国語】（理系…現代文＆古典を必修）（文系…現代文＆古典＆演習国語を必修） 

・現代文…学年全体（１１１名） 

・古典 …学年全体（１１１名） 

・演習国語…国文＆私文（４８名） 

 

【地理歴史】（理系…世界史 or日本史 or地理を選択）（文系…倫政必修、世界史 or日本史 or地理を選択） 

・世界史…文理別（理系…３名、文系…６名） 

・日本史…文理別（理系…１４名、文系…３５名） 

・地理 …学年全体（３５名） 

・倫理政治経済 …文理別（理系…１７名、文系４７名） 
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【数学】（理系…数Ⅲ＆Ｃを必修）（文系…演習数学を必修） 

・数学ⅢＣ…理系のみ、内進・高入別（内進（『数学Ⅲ』と記載）…３４名、高入『数学３』と記載…２９名） 

・演習数学…国文系のみ（２５名） 

 

【理科】（理系…化学必修、物理 or生物を選択）（国文系…化学基礎＆生物基礎を必修） 

・物理…理系のみ（３７名） 

・化学…理系のみ（６３名） 

・生物…理系のみ（２６名） 

・化学基礎…国文系のみ（２５名） 

・生物基礎…国文系のみ（２５名） 

 

【英語】（理系…ＣＥ＆英表を必修、英会話 or演英を選択）（文系…ＣＥ＆英表＆英会話を必修） 

・コミュニケーション英語（ＣＥ）・英語表現（合わせてＣＥで記載）…（内進習熟度別、高入別） 

（Standard（『ＣＥ３』と記載）…４７名） 

（Advanced（『ＣＥⅢ』と記載）…６３名） 

・英会話…文理別（理系（選択生徒）…４２名、文系４８名） 

・演習英語…理系のみ（理系（選択生徒）２１名） 

 

 

【合計】（クラブ大会などで公欠者が多数います。１科目でも未受験の生徒は合計に加算されません。） 

・理、国文、私文別（理系…６３名、国文…２５名、私文…２１名） 

 （ただし、上記のように、合計科目が理系、国文、私文内でも個々人に異なっていますので、あくまで順

位は目安となります。） 

 

・クラス順位 

Ａ組（理系）…３１名、Ｂ組（理系）…３２名、Ｃ組（国文系）…２５名、Ｄ組（私文系）…２１名 

 
 
 
③〔各科目の試験時間・配点〕 

 

・国語 

現代文＋古典（80 分）（各 100 点） 

 

・英語 

   コミュ英・英語表現（60 分）（100 点） 

   英会話（50 分）（100 点） 

   演習英語（50 分）（100 点） 

 

・数学 

   数Ⅲ・Ｃ（80 分）（100 点） 

   演習数学（80 分）（100 点） 

 

・理科 

化学（60 分）（100 点） 

物理（50 分）（100 点） 

  生物（50 分）（100 点） 

  化学基礎＋生物基礎（60 分）（各 100 点） 
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・社会 

世界史（50 分）（100 点） 

日本史（50 分）（100 点） 

  地理（50 分）（100 点） 

  倫理政経（50 分）（100 点） 

 

  ・合計 

   理系（800 点） 

   国文（1000 点） 

   私文（700 点） 

 

 

２．５月３１日（火）恵山遠足について 

 ５月３１日（火）、学年別の遠足が実施され、高校３年生は恵山への遠足を行いました。本来は高校生は本校 
の伝統行事の１つである「速歩遠足」という、本校を起点として函館寅沢までの往復３０km 強を走破する行 
事の予定でしたが、感染予防の点から、数百名の高校生が公道を走るのは困難と判断し、体力作りを目的とす 
る遠足に変更しました。彼ら６１回生は「速歩遠足」を経験することができずに卒業することになり残念に思 
っています（過去の噂を聞いている生徒によっては安堵している人も居るようですが…）。昨年、一昨年は遠足 
も実施できなかったので、このメンバーで実施できた数少ない行事として、たいへん良かったと思います。 
当日は、朝は小雨が降っていましたが、恵山についてからは天候も回復し、それぞれの生徒が少しの間、勉 

強から解放され、良い時間になったように感じられます。 
 
 クラスごとの記念写真を撮影しましたので、まずは保護者の皆様にご覧頂けるようにお送りします。生徒自

身も未だ見ていませんので、ご覧になった後は、ご子息にお渡し下さい。 
 
 

３．学園祭について 

７月１６日（土）、１７日（日）の２日間、学園祭を行います。感染拡大防止のため、入場は生徒家族のみ、

中高別の分散入場となりました。また、恒例のＰＴＡ各支部主催の模擬店は実施しないことになりました。高

校３年生は、内進生は中学３年以来、高入生は最初で最後の学園祭で、噂で聞いている模擬店が体験できない

ことと、外部からの多数の来校者が来れないことについては、生徒達はたいへん残念がっているようでした。 
それでも、数日前から午後授業をカットして限られた準備に準備を進めていますが、やっと行われる数少な

い学校行事でもあり、いつもと違った生き生きとした笑顔がたいへん印象的で、行事の大切さ、様々な経験の

大切さを改めて実感しています。 
 

3-A 金原 拓海 小野 直樹 カジノ ３年 A組（教室） （べがす）2 

3-B 川島 光輝 菱井 慧 脱出ゲーム ３年 B組（教室）  脱出教室 

3-C 山田 崇仁 男山 克弘 カジノ ３年 C組（教室）  コンカジ～可愛いメイドが待ってるよ♡  

3-D 吉田 柊一 葛西 諒一 アクション ３年 D組（教室） 私文の刃 

 

 

 

 

 

 



－117－ 

４．７月夏期講習について 

昨年に続き、夏期講習を計画しています。詳しい開講講座はこれから生徒に向けて発表し、希望調査を取る 
予定です。本校での夏期講習以外にもさまざまな計画を立てている生徒も多いかと思いますが、いずれにして

もこの夏休みが入試準備の天王山になります。時間を有効に使って悔いの残らない夏休みになる計画を立てま

しょう。 
 
【日時】 

 令和４年７月２４日（日）～２９日（金）（６日間） 

 

【時程】 

 １講座７０分（休み時間１５分） 

  １限（ 8:30～ 9:40） 

  ２限（ 9:55～11:05） 

  ３限（11:20～12:30） 

  ４限（13:10～14:20） 

  ５限（14:35～15:45） 

 

【費用】 

 １講座（6回）あたり \ 2,000（教材費含む） 

 

【時間割】 

   

高 3 

 ３A 教室  ３B 教室  ３C 教室  ３D 教室  予備２ 
数Ⅲ演習 
【菱井】 
321 

世界史 
【小川】 
341 

地理 
【両角】 
343 

政経 
【坂本】 
344 

 

二次私大化学 
【沖田】 
352 

日本史 
【齋藤】 
342 

共テ現代文 
【男山】 
311 

  
 

数ⅠAⅡB 
【菱井】 
322 

英語長文 
【祖父江】 
331 

英単語 
【井上】 
333 

  

物理 
【若林】 
353 

共テ英語 
【油川】 
332 

記述現代文 
【男山】 
312 

生物 
【小野】 
354 

 

   共テ化学 
【岡田】 
351 

リスニング 
【井上】 
334 
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５．高校３年生の模擬試験受験状況 

・ ４月２３日（土）～２４日（日） ○ベネッセ記述模試（２８名受験） 

・ ５月 ７日（土）～ ８日（日） ▲河合塾全統共通テスト模試①（８３名受験） 

・ ５月２５日（水）～２６日（木） ●ベネッセ共通テスト模試（１１２名全員受験） 
・ ５月２９日（日）        ○駿台全国模試①（１８名受験） 
・ ６月２６日（日）        ▲ベネッセ総合学力模試（４６名受験）（５月模試とドッキング） 
・ ８月２０日（土）～２１日（日） ▲河合塾全統共通テスト模試②（７１名受験） 
・ ８月２８日（日）        ▲河合塾全統記述模試②（５９名受験）（２０日模試とドッキング） 
・ ９月２５日（日）        ○駿台全国模試② 
・１０月１５日（土）～１６日（日） ▲河合塾全統共通テスト模試③（ＩＣプレーヤー使用） 
・１０月２３日（日）        ▲河合塾全統記述模試③（１０月１５日とドッキング判定） 
・１２月 ３日（土）～ ４日（日） ▲駿台プレ共通テスト 
 

●…全員受験の試験（受験料は副教材で徴収） 

▲…国公立・共通テスト受験予定者は受験した方が良い試験（受験料は試験申込時に個別徴収） 

○…志望校に合わせて受験（受験料は試験申込時に個別徴収） 

 
 高校３年生は平日の授業に加えて、土日も模擬試験が行われます。模擬試験は入試を見据えた出題となって

いますので、非常に有効な学習の機会と捉えて積極的に活用して下さい。 
 
 

６．２０２３年度 大学入試共通テスト 受験申込書 

 夏休み明けの９月に、大学入試共通テストの申し込み手続きを行います。受験への第一歩として受験生自身

が正式な書類の作成を学校で行いますが、受験の有無は大切な決定ですので、保護者の皆様にも本人の受験の

意志確認を頂きたいと思います。 

 つきましては、受験申し込みを希望される場合は、同封の別紙の所定欄に必要事項のご記入をお願いします。 

 

 ① 受験生本人の署名（日付、クラス、番号、生徒自身の署名） 

 ② 保護者署名（受験の場合はご署名下さい） 

 ③ 成績開示の希望（どちらかを○で囲んで下さい） 

  

※ 受験料は９月に受験生本人が金融機関の窓口で払い込む。（前期末試験の午後などを利用） 

  （自覚を促すため、受験生本人に作業させる予定です。） 

  ２教科以下…\12,000、３教科以上…\18,000、成績開示希望…＋\800 

 

 

７．学校推薦型選抜（指定校）募集要項 

 学校推薦型選抜（旧指定校推薦および公募推薦）の、指定校推薦に関する注意事項です。高３生徒には既に 

説明済みです。既に募集が始まってる学校もありますが、多くは夏休み明けの選考になります。人物評価など 

クリアされていることが大原則ですが、入学後も成績や出席などの追跡調査もある大学もありますので、自分 

の志望を考えて十分に検討して下さい。 
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８．６１回生学校選抜型（指定校）一覧（７月８日現在） 

 ７月８日時点での、今年度の募集の一覧です。詳しい募集要項は、各クラスの教室に冊子で生徒が閲覧でき 
るようにしています。今後も増えていきますが、出願に関しては各校ごとに様々な制約があります。出願希望 
については生徒自身が担任、学年の先生、進路指導担当の先生などに相談した上、期限を守って手続きして下さ

い。 
 
 

９．７月面談期間について 

年間予定表では、７月１９日（火）～２２日（金）の１４時以降を、主に函館近郊の皆様向けの面談期間と

していますが、この時期に限らず、随時、来校での面談、電話、学年メールなどでも対応いたします。なお、

直接お会いしての面談は、感染拡大防止の協力をお願いすることになるかと思いますが、ご協力のほど、よろ

しくお願いいたします。 
 
 

１０．７月３０日（土）、３１日（日）移動保護者会について 

 
 今年度は７月３０日（土）、３１日（日）に移動保護者会が予定されています。高３からは 
７月３０日（土）東京、３１日（日）大阪  … 岡田 
  ３０日（土）札幌、３１日（日）名古屋 … 大島 
  ３０日（土）青森、３１日（日）盛岡  … 菱井 
  ３０日（土）旭川、３１日（日）帯広  … 油川 
が出席予定ですが、他業務などにより変更の場合もあります。よろしくお願いいたします。 

 
 

１１．今後の予定 

  ７月１９日（火）～  ２２日（金） １～５限授業、保護者面談期間（主に函館近郊ご家庭） 
  ７月２３日（土）          学年集会（11:25 完全放課予定） 
  ７月２４日（日）～  ２９日（金） 高校夏期講習（６日間）（希望者）（最終日 15:45 完全放課予定） 
  ７月２４日（日）～８月１６日（火） 夏期休業（２４日間）（１６日（火）は７月１７日分臨時休業） 
  ７月３０日（土）～  ３１日（日） 移動保護者会 
  ８月１７日（水）          １限集会、のち平常授業 
  ８月１９日（金）～  ２０日（土） 高校実力試験 
  ８月２８日（日）          全統記述模試（希望者） 
  ９月 １日（木）          共通テスト受験案内配布 
  ９月 ８日（木）～  １４日（水） 共通テスト受験料振込み（生徒各自） 
  ９月１２日（月）～  １４日（水） 前期末試験 
  ９月１５日（木）          共通テスト申込み手続き 
  ９月１９日（月）          祝日（敬老の日） 
  ９月２３日（金）          祝日（秋分の日） 
  ９月２５日（日）          駿台全国模試（希望者） 
  ９月２６日（月）          共通テスト出願 

９月２６日（月）～  ２７日（火） 高校球技大会（２日間）（雨天時は２９日まで順延） 
以上 

 


