３学年だより

vol.１０

◎ 学年末考査

通常授業参加者の皆さん。学年末考査が、本日終了しました。頑張りましたね。
これから採点・成績処理を行います。学年成績が欠点となった場合には、補習・追認考査となります。追認考査は特
別の措置です。自覚を持って追認考査合格まで、足りなかった勉強をしっかりと行って下さい。該当となった生徒のご
家庭には、成績が出ましたら電話にて連絡をします。卒業に向けてしっかりと学習していきましょう。

R3(2021）/1/27

学年末考査が終了しました。考査を受けた皆さんも、受験や進学後の目標にむけて毎日ひたすら勉強をし続けてき
た皆さんも、お疲れさまでした。明日より自宅学習期間となりますが、進路が決定している人は、進路先で必要になる
学力・教養の向上に努めて下さい。またこれから、国公立大個別試験、私大一般入試を受験する人は、これまで通り
体調を整えながら、最後まで目標に向けて努力を続けて下さい。

◎ 大雪・暴風雪で 3学期スタート
年末の大雪に続き、始業式の日から暴風雪となり、教室に全員の顔がそ
ろわない3学期スタートとなりました。臨時休校も2日あり、全員が登校できる
ようになったのは1月1８日(月)でした。
除雪等、苦労されたご家庭も多かったことと思います。各ご家庭におか
れましては、被害等ありませんでしたでしょうか。今後も、緊急メール配信、Ｈ
Ｐの確認等をお願いいたします。
←常盤高校の正門前も大きな雪山ができてしまいました

◎ 大学入学共通テストが行われました

校長先生から
激励していただきました↓

1月16日（土）、17日(日)の2日間、大学入学共通テストが実施されました。雪による列車の
運休で、結局登校できないままに受験に突入した生徒も少なくありませんでした。該当生徒
のご家庭には、個別に電話連絡をいたしましたが、共通テスト当日は、欠席や遅刻の生徒も
なく、全員がしっかり受験できたようでした。
自己採点の結果、全国平均点を上回って得点できた人も
いますが、力が及ばなかった人もいます。国語は全国平均
を大きく下回っていますが、本校では現代文だけ(配点100
点)の受験者が多かったためと思われます。英語は大学入
学後も学習が継続します。気持ちを切り替え、大学の授業
準備をして下さい。
これから個別試験、一般入試となる人は過去問をしっかり解いていきましょう。過
去問を解いていると傾向が見えてきます。傾向がわかれば対策を立てることができます。これからが勝負の時。「現役
生は最後の最後まで伸びる」と言われています。実力はまだまだ伸びます。ここ一番、追い込みです。弱点強化、後悔
のないように受験勉強に打ち込んで下さい。
教科
国語
地歴
公民
数学
理科①
理科②
英語
科目
現古漢 世Ｂ 日Ｂ 地Ｂ 倫理 政経 ⅠＡ ⅡＢ 物基 化基 生基 物理 化学 生物 ﾘｰﾃﾞ リス
配点
200 100 100 100 100 100 100 100 50
50
50 100 100 100 100 100
全国平均点 117.5 63.5 64.3 60.1 72.0 49.9 57.7 59.9 37.6 24.7 29.2 57.8 51.1 72.7 58.8 56.2
本校平均点 64.5 52.5 56.5 46.3 81.0 48.8 40.0 42.9 32.6 18.8 27.5 41.8 33.0 69.0 34.7 40.3
(全国との差)

▲53.0

▲11.0

△7.8 ▲13.8

9.0

△1.1 ▲17.7 ▲17.0 ▲5.0 ▲5.9 △1.7 ▲16.0 ▲18.1 △3.7 ▲24.1 ▲15.9

＊全国平均点：大学入試センター中間集計より(小数第2位を四捨五入しています)
＊政・経、物理、化学は、得点調整が入ることになりました→大学入試センターＨＰ参照のこと
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終了!

◎ 楽しみな卒業アルバム!!
今年度は、後日送付といたします。
卒業アルバムの作成が進んでいます。アルバム係や強力な助っ人(ありがとう!!)の協力で、クラスのページも原稿が
完成しました。毎年、卒業アルバムを見ると、笑顔の写真や懐かしい合格発表や1年生の頃の写真に、卒業生の成長を
実感しています。
さて、今年度の卒業アルバムは、当初の予定を変更し、完成したアルバムを各ご家庭に送付する
こととしました。今年度は本当に残念なことに、コロナ禍により多くの学校行事が中止となってしまい
ました。そこで、皆さんの門出の卒業式のページを作ることとしました。卒業式で証書を受け取る
晴れ姿、最後のＨＲの様子、卒業を祝う皆さんの笑顔を是非アルバムに入れたいと考えたからで
す。
卒業式に卒業アルバムがないのはちょっと寂しいかもしれません。しかし、県内の高校でもアルバムを後日送付として
いる学校は少なくありません。また、今年度は本校同様の理由から、後日送付する高校が多くあるということです。
新生活がスタートし、もしかしたらちょっぴり高校生活が懐かしくなる頃、卒業アルバムが届
く予定です。送料が発生しますが、何とか学年会計の残金から支出できる見込みです。
このような事情を考慮いただき、学年会計から送料を支出すること、後日送付とすること
をご了承いただきますようお願いいたします。
2月16日(火)の登校日に、宅配送付伝票を記入してもらう予定です。

今後の予定
１／２７(水)
２／ ５（金）
２／ ８（月）

自宅学習期間開始（～２／２８）
（受験勉強のため、学校での自習・教員への質問も可）
学年成績で赤点があった人へ連絡（夕方以降担任から電話連絡の予定）

２／１５(月)

追認考査

２／１６(火)
３／ １（月）
３／ ２(火)

学年登校日 ＬＨＲ・学年集会（午前放課）
＊頭髪服装検査、会計について、伝票記入、卒業式説明・練習等
卒業式準備・予行 同窓会入会式 ＬＨＲ
＊頭髪服装検査
卒業式 ＬＨＲ

３／ ３(水)
３／ ４(木)～
３／１１ (木)
３／１２(金)
３／２５（木）

１５：００以降、校地内立入禁止
高校入試一般選抜 （～３／７（日）、９(火)校地内立入禁止）
卒業生進路講話
１４：００合格発表まで校地内立入禁止
離任式

社会人準備セミナー（公務員含む就職予定者）
柏崎商工会議所 大会議室 ９：００～１２：００

→結果連絡（夕方以降担任から電話連絡の予定）
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２ 荷物について

◎ 明日から自宅学習期間
さて、皆さんはこれから「自宅学習期間」に入ります。自宅学習期間は、「登校する必要はないが、学校で学習するの
と同じように、学習(進路先で必要になる学力・教養を身につける)して下さい。」という期間です。

「長期休業期間」ではありませんので、自由に出かけて遊んでいるなどということのないように、くれぐれも注意し
てください。
次にも記したように、この自宅学習期間に、自分の高校生活を振り返り、次の進路先への学習を行い、教養を高め、
心の準備をしっかりとして下さい。

◎ 同窓会入会式、卒業式に向けて
まだ、皆さんの卒業は決定していませんが、学校では卒業式へ向けての準備がすでに始まっています。考査が終了
したばかりですし、受験を控えている人もいて、まだ卒業という気分にはほど遠いかもしれません。
しかし次に3学年全員がそろうのは2月中旬。その次はもう、卒業式予行、卒業式です。
この自宅学習期間に、自分の高校生活を振り返り、次の進路先への学習・教養・心の準備をしっかりとして下さい。こ
の自宅学習期間に、また一つ、心の成長が見られることを願っています。常盤高校生として過ごした3年間のよい締めく
くりとなる卒業式にしましょう。
「卒業式」というと、もう高校から出て行くのだから、登校が最後の日だから、自分のしたいようにすればいいやと思っ
ている人がいるかもしれません。でも、ちょっと待って下さい。それがあなたの高校生活の良い締めくくりになるのでしょう
か。
卒業式は、門出の日。晴れの日です。高校生として卒業式に出るのですから、心も体も服装も、もちろん頭髪も、常盤
高校生らしくあってほしいと思います。
先生方の今までの教えは、頭にも心にも入っていると思います。今年の卒業式は素晴らしかったと言われるような、
立派な卒業生になってほしいと思っています。
「卒業式」も「同窓会入会式」も正式な「式典」です。式にふさわしい正装で参加してください。
→ 制服、シャツ、スカートヒダなどをきれいな状態にしておきましょう。
→ カーディガン等の着用はできません。インナーウエアで保温できるよう、工夫しましょう。
→ 頭髪の染色や脱色禁止はもちろん、カーラーで巻いたりウエーブをつけたりしないように。
＊ 式に向けて、服装・頭髪検査、及び指導を行います。ご家庭でのご指導もお願い致します。

・

卒業式翌日以降、私物が残っている場合は、所有者を特定し、学校まで取りに来てもらいます。

３ 進路状況の報告について
・ 一般入試の合否が判明したら、その都度、すみやかに担任に報告してください。
・ 面接、小論文など個別指導を受けていた場合は、指導担当の先生にも必ず報告をしましょう。

４ 自動車学校について
・ 学年だよりｖｏｌ．７でお伝えした通りです。進路が確定し、成績不振がなければ、「自動車学校入校届」を提出し
して下さい。 自宅学習になったからと言って、無届けで入校してはいけません。
・ 学年登校日や卒業式予行、卒業式当日も自動車学校があるという理由で欠席は認めません。学校優先です。
・ 免許取得したら、すぐに担任に連絡して下さい。「誓約書」を提出してもらいます。
・ 規則を守れない場合は、指導の対象となりますので、必ずルールを守って下さい。
※免許取得後も、在学中は保護者同伴の場合を除いて、自動車の運転はしないでください。
※自動二輪運転免許の取得は禁止です。

５ 卒業証明書について
・ 卒業式の日に、全員に１通、「卒業証明書」を配付します。多くの生徒が、進路先で「卒業証明書」の提出を求め
られることがあるからです。 ２通以上必要な場合は、下記の通りの対応とします。
卒業式の日に２通以上必要な場合

担任に申し出る。

２／１６（火）学年登校日までに申し出ること。

卒業式以降に
追加で必要になった場合

事務室に
「証明書交付願」
を提出する。

３／３１（水）まで

無料

４／ １（木）以降

１通 ５００円

※

※５００円を現金で支払うことはできません。取扱機関で金額分の「県収入証紙」を購入し、「証明書交付願」に添
付する形で支払うことになります。「県収入証書」の取扱機関については、「証明書交付願」を確認してください。
※「証明書交付願」は、事務室にあります。

「頼んですぐにもらえる」書類ではありません。余裕を持って申請をするようにしてください。

6 その他

連絡・注意事項

１ 登校について
・
・

自習や面談、担任の先生に用事があるときなど必ず制服で登校してください。
自習室は学習３Ａです。ただし、授業等で利用する時は図書館に移動してもらうことがあります。
ストーブは担任または３学年の先生に頼んでつけてもらってください。
昼食もそこでとって下さいます。ゴミは各自持ち帰ってください。
・ 教室は原則立入禁止です。（追認指導・面談・2次特編等で使用します）
・ 卒業式までは、通常通り下足箱を使用することができます。内履きは、卒業式当日に持ち帰ってください。
・ 先生方に用件のある場合は、事前に電話などで約束をしておくと確実です。
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・ 新型コロナウイルス感染防止に、今後も努めてください。朝晩の体温計測を続け、体温表に記入すること。
・ 感染拡大地域への旅行等は極力避ける様にして下さい。やむを得ず県外へ出る際は、必ず担任に連絡し、感染
防止に努めて下さい。帰宅後は、特に体調の変化に注意して下さい。
・ 受験で県外に出る際も、体調管理に努め、感染防止にも十分留意して下さい。
・ 体温表の裏に「保険だより」を印刷してあります。よく読み、本人や同居の方が感染したり、濃厚接触者になった場
合は、の指示に従って対応をお願いします。
・ 友人同士で集まっての会食は、避けるようにしてください。
・ 心配なことなどあったら、学校または担任に連絡をしてください。

柏崎常盤高校

代表

０２５７－２３－６２０５

担任

＊体温表、学習と生活の記録表、学年課題等の提出物は、学年登校日２／１６（火）に持参すること。
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