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平成２１年度ＰＴＡ夏季支部会質問等についてのＱ＆Ａ

茨城県立竹園高等学校

Ⅰ 教務関係

Ｑ１ 普通科，国際科について

・なぜ，アカデミックコースとスタンダードコースに分けるのですか？

・スタンダード・アカデミック，文系・理系の違いは？また，選択のポイントは？

・アカデミックコースに入れるかどうかは，どう決まるのですか？

・アカデミッククラスを３クラス以上にすることはできないのですか？

・スタディーツアーの方面が異なるのはなぜですか？

・２年生の普通科・国際科とでは，先生方に指導の差があるように感じます 「春休。

み中に，国際科のみ１泊２日の研修があった 「春の校外学習の行き先が違った」」

などを含めて，考えをお聞かせ下さい。

Ａ１

本校は平成２０年度の創立３０周年を契機に「竹園クオリティ」をスローガンに，新

しい教育システムを構築しました。同時に，生徒募集も普通科６クラス，国際科２クラ

スと別々でしたが 「普通，国際科」８クラスとして一括募集としました。しかし，そ，

れぞれの定員は「茨城県県立学校学則」により普通科２４０名，国際科８０名と決まっ

ています。

普通科スタンダードコースでは，従来から実践されている質の高い学習を行い，東京

大学を始めとする主要国立大学や難関私立大学を目標に学習しています。また，部活動

に加え，文化祭やクラスマッチなど学校行事に積極的に参加して，文武両道の充実した

学園生活が目標です。

国際科アカデミックコースでは，普通科スタンダードコースで行う学習に加え，思考

力を高めるための学究的な活動を行います。これは，難関大学での学問や，その後の研

究に必要な学力を身につけることを目的としています。

「 ，２年次に実施するスタディーツアーの目的は 様々な人・文化・歴史に触れることで

本校の教育目標である『豊かでたくましい人間性』を育むこと，また，社会の諸問題に

向き合うことで，視野を広げること」です。

， ， ，普通科スタンダードコースは 国内で 平和学習とテーマ別研修を３泊４日で実施し

他校の修学旅行と同様の形態で行います。

国際科アカデミックコースは，海外で，語学研修・テーマ別研修・異文化交流などを

約１週間実施します。国際科では，この研修をカリキュラム上の専門科目「国際理解実

践（１単位 」として位置づけています。）

このように，普通科，国際科のそれぞれの教育活動を考慮して，中学校段階ではそれ

ぞれの能力や適性に基づいた学科選択が難しいと考え，普通科，国際科の一括募集とし

ました。

共通履修の１年次に生徒・保護者対象のガイダンス等を実施し，１年間かけて自分の

興味・関心，能力・適性，進路希望などを考えて学科・コースの選択をすることになり

ます。

２年進級時に 「スタンダード文系 「スタンダード理系 「アカデミック文系 「ア， 」 」 」

カデミック理系」の４つのコースのいずれかを選びます。自分の進路に応じた大学の学

部学科を研究し，教科の好き嫌いで選ばないなど留意する必要があります。
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アカデミックコースを希望する生徒が多い場合は，その生徒の興味・関心，能力や適

性，志望理由などを総合して決定します。

春休み（１年終了時）に実施する国際科の研修は，英語研修及び課題研究研修になり

ます。普通科にない形態の英語の授業（英語ディベート）を外国人講師に，課題研究の

ガイダンスを大学院生が担当して行います。

， ，５月実施の校外学習は スタディーツアーの事前研修として位置付けておりますので

それぞれの研修場所として相応しい方面を選定して実施しています。

Ｑ２

２年生の普通科で，希望していた国際科に入れず，やる気を無くしている生徒がいる

と聞きます。先生方のフォローはどうなっているのでしょうか？

Ａ２

各担任教師が面談時に生徒の悩みを聞いています。具体的なフォローの仕方はその生

徒に適した方法を取っています。悩みがありましたら相談して下さい。

Ｑ３

クラス替えはありますか？

Ａ３

基本的には次のようになっています。

１年→２年 学科，類型（文系，理系 ，選択科目によってクラス替えを実施。）

２年→３年 普通科文系 … 社会の選択科目によってクラス替えを実施。

普通科理系 … 物理選択者間でのクラス替えを実施。

（生物選択者はクラス替えなし）

国際科 … クラス替えなし

Ｑ４

お便りがなかなか手元に届かないので，重要なお知らせはＨＰに掲載していただくと

ありがたい。

Ａ４

学校として「重要なお知らせ」は竹高ＨＰに公開しています。また，学年通信，ほけ

んだより等にも種々の情報は掲載しておりますので閲覧下さい。今後，その他の「お知

らせ」について，竹高ＰＴＡのＨＰへの情報提供を検討します。

Ｑ５ 下校時間について

， 。・部活動は６時までと聞いているが それ以上に遅くまで活動しているのではないか

・バスの時間に間に合わなかったりしているようである。帰宅が遅い。

・学習館の利用を６時以降にも延ばせないか。

・完全下校の時間を決めるのはどうですか？

Ａ５

下校時間は午後６時であり，学習館だけでなく，校舎も６時に施錠しています。部活

動も午後６時までと決まっています。また，生徒の安全面を考え，すみやかに下校する

ように指導していますが，ご家庭でも指導して下さるようお願いします。
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Ⅱ 学習・進路関係

Ｑ６ 数学の学習（１年）について

・解らない所を聞きに行っても要求されるレベルが高く 「そんなことも解らない，

の？」とか「解らない所が理解できない」と言われそれ以上聞きに行けない。

・数学の解説はぜひ必要。自分で理解が進められる。

・数学の解説を配って下さい。

・生徒が質問に行ったとき，やさしく迎えてほしい。

・成績の良くない子には先生からも声をかけて下さい。

Ａ６

数学問題集の解説については 「生徒に考えさせる」ことを目的として配付していま，

せんが，授業の中で問題集の解説をすることを検討します。生徒の質問にはできるだけ

丁寧に対応するように心掛けていますが，生徒への声かけにも配慮します。

Ｑ７ 英語の勉強方法（１年）について

()サイドリーダーの勉強方法は？1
()文法の時間が土曜講座だけなのか？2

Ａ７

()サイドリーダーの学習方法について1
まとまった分量の英文を辞書を引かずに読んで内容を理解することが大切です。

次の段階で内容理解を妨げていた単語の意味を確認して下さい。なるべく「多くの

英文」を「速く読む」ことができるよう，副読本を使って を向上させReading Skill
て下さい。

もちろん語彙力は必要不可欠ですので，日頃から を使って のCorpus vocabulary
増強に力を入れましょう 「木を見て森を見ず」の読み方は避けましょう。。

()文法の学習について2
， （ ） （ ） ，１年生の場合 参考書 と準拠ワークブック を使ってBest Avenue Finest40

日頃から独自で学習するとともに小テストや定期考査で確認を行っています。授業

でも教科書に出てくる文法事項については触れていますが，土曜課外や夏季課外は

それを補完するものと位置づけています。

Ｑ８ テスト範囲及び授業の進度について

()テスト範囲は，同じ教科でも担当の先生により違うことがあるのか？1
()教科によって，各クラスの進み具合が違うと言うことはありますか？2

Ａ８

， ， 。()平等な基準で評価するために テスト問題は同一であり テスト範囲も同一です1
()祝祭日や学校行事等で授業が変更されることがあり，一時的に進度に差が出るこ2
とがありますが，年間を通せば，差が出ないように調整しています。

Ｑ９ 課題について

課題について，難しい問題でなく，深く思考するような課題を負担にならない程度に

出していただきたい。
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Ａ９

１年，２年及び３年の前半までは基礎力を定着させるために，課題の量が必要になり

ます。一方，課題をこなすことで学習習慣を確立させることができます。今後も，深い

思考を要する課題を過度の負担にならないように出していきます。

Ｑ 土曜講座について10
()１年次，２年次及び３年次，それぞれ土曜講座の目的が異なるのか？1
()２年の課外授業(土曜)が，全員受講ではないのはなぜか？2
()２年生の保護者の多くの方から，土曜講座の方法が１年の時と変わったのはなぜ3
かという質問と，また今年も参加させたいという要望が出た。

10Ａ

土曜講座についての基本的な考え方

○ 学習指導の中心は，時間割に組み込まれた「授業」であり，課外学習はその授

業を補完するものです。その必要性は各教科が判断するものです。

○ 課外学習は本来，教員の勤務時間内である平日に実施すべきものですが，部活

動その他の活動を考慮し，多くの生徒が参加できるように，土曜日に開設しまし

た。

○ 土曜講座以外の学習指導には次のものがあります。

・長期休業中の課外学習（各学年が計画するもの）

・２年国語テスト前質問会，２年英語サイドリーダー質問会，２年数学不振者指

導，３年各教科・科目別課外（早朝又は放課後）など。

○ 土曜講座の目的

・１年は英語と数学の授業を補充し，基礎学力向上を目的として行うもので，学

習習慣を作る意味からも全員を対象に実施する必要性があると判断しました。

・２年は発展的な内容を希望する生徒及び成績不振者を対象にした講座を設けて

います。また，課外にたよらず，自分で学習に取り組む姿勢・方法も身につけ

てほしいと考えています。２年になると学習到達度に差が大きくなり，全生徒

を対象に設定することは難しい側面があります。

・３年は土曜日に模擬試験が入る（１２月までに９回）ため，課外は土曜日では

なく平日の早朝（ ～ ）や放課後に実施しています。7:30 8:20

11Ｑ

中学２年は中だるみの年などとよく言われますが，高校でもそうでしょうか？

11Ａ

， 。高校も２年になると 入学時の緊張感が薄れ学校生活に慣れてきているのは確かです

それが「余裕が出てきた」のであれば，もっと負荷をかけなければいけませんが，少し

手抜きしている生徒が多いようです。本校としては，大学の学部学科研究を含む進路指

導を充実させることで明確な進路目標を持たせ，生徒がその目標に向かって努力するよ

うにしています。
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12Ｑ

将来の夢も，まだ目標もない子供にどのような目標を持って過ごすべきか。将来の目

標が決まらなくても，１年生として，どのように努力すべきか。

12Ａ

長期の目標がなくても中期や短期の目標を探させてはどうでしょう。例えば「数学で

３０番以内に入る」などです。３年生になっても進路について迷う生徒は結構います。

あまり焦らない方が良いでしょう。ただし，進路に関しては自分で調べることが必要で

す。

学校では２年次に学部学科研究を実施することになっています。１年次では机に向か

う習慣をつけることが重要です。

「 ， 」 ， ，目標があるから頑張る ないから頑張れない ではなく 今やるべきことを頑張り

高校では，将来何をやるにも基礎となるべき学習をしていることを理解させたいです。

13Ｑ

大学の中身を知る方法は？

13Ａ

インターネットで各大学のホームページにアクセスして下さい。また，校内では進路

ラウンジにある大学別の赤本やパンフレットをご参照下さい。それらを参照しても理解

できないところは，学年の教員や進路室の教員に質問して下さい。

14Ｑ

部活動との切りかえができていないが？

14Ａ

自分の将来を考えた上で，部活動との関わりあいをどのようにするかを各自考えて下

さい。生徒により部活動への思い入れは千差万別です。大切なことはけじめの付け方で

す。

15Ｑ

学習時間を十分確保するための時間の使い方，工夫などアドバイスを。

15Ａ

将来の目標が決まっていない生徒は毎日流されて生活していることが多いようです。

将来の目標が決まっている生徒は，高校生活の中での時間の優先順位を決め学習時間を

しっかり確保しています。なお，時間の使い方は１人１人違いますので，担任に相談し

てください。

16Ｑ

理系・文系の選択の際の注意点は？

16Ａ

軽い判断で文系・理系を選ばず，深く，自分は何に向いているのかを考察することが

重要です。理科系を選ぶ場合は数学や物理の学習内容が高度になるのでそれを克服でき

るだけの学習意欲があるか否かがポイントとなります （毎年３年生の中には物理や数。

学で困難を極め，受験に支障をきたす生徒が１０名以上見られます ）。
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17Ｑ

センター試験，私学試験，二次試験について教えてほしい。

17Ａ

各クラスにある受験雑誌や進路ラウンジの本を参照して下さい。

インターネットで必要語句を検索し，アクセスして下さい。

担任とよく相談して下さい。それでも分からない場合は進路指導室にきて下さい。

18Ｑ

模試結果から進学の目安，判断する材料がほしい。

18Ａ

模試の個人成績をきちんと参照して下さい。それでも分からない場合は，担任に相談

して下さい。それでも不十分なときは進路指導室の教員に相談して下さい。

19Ｑ

浪人生の割合を知りたい。

19Ａ

本校の浪人生の割合は２０％弱です。

Ｑ 学習塾について20
・通塾は必要か？夏期講座のみの通塾は？

・親の立場として子にしてやれることは？

・大学受験について，塾等必要ないと言われるが，本当に大丈夫か？アンケート結果

を見ると，学校以外で学習している子も多いのはなぜ？

20Ａ

・基本的には学校の授業で充分ですが，不安な場合は進路指導室へご相談下さい。

・親の立場としてできれば「家で子供が勉強できる環境」をつくっていただきたい。

・高校入試において，塾からの指導で合格した成功体験から抜け出せない生徒が多い

ようです。その結果，自分で困難を切り開き学習する習慣ができていないと思われ

ます。

・学習時間の最も大きな部分を占める学校の授業を最大限に活用することが学力をつ

けるために最も大切です。そのためには，教科・科目の特質に応じた予習・復習が

不可欠です。１，２年生で少なくても２～３時間は必要です。また，各教科で使用

している教材は質，量ともに十分ですので，これらをこなせば＋αの教材はほとん

ど必要ありません。

・本校の授業にしっかりついていけば，筑波大学に十分合格できる，竹園高校はそう

いう学校です。

， ，・参考までに 平成１９年春の入試で東大・京大・国立大医学部医学科合格者８名中

予備校に通っていた生徒は１名（週１，２回）でした。また，その学年の通塾率は

約４０％でした。
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Ⅲ 生徒指導関係

21Ｑ

・夏季時期のカーディガン着用を認めて欲しい。

・登下校時，特に下校時に学校指定のジャージの着用を認めて欲しい。

暗くなってから，制服で自転車を運転するのが危険なので是非認めて欲しい。

21Ａ

登下校においては，制服を着用（防寒のためのコート類はよい。)することになって

います。また，県で指導していますようにマナーアップ運動においても 「きちんと制，

服で 「あいさつをしよう」と呼びかけています。竹園高校においても集団生活にお」，

ける規範意識の点から登下校や集会等においては，特にきちんとした服装をするよう指

導しているところです。それでも生徒の一部には制服を着用しないでセーターやベスト

で登下校するものがいて注意しているところです。

・夏季時期のエアコン使用教室以外でのカーディガンの着用については，上記の理由か

ら認めておりません。下着等での調節をお願いします。なお，エアコン使用での体調

管理上，カーディガンの着用を希望する生徒は，担任に申し出て着用できることにな

っています。

・登下校時のジャージの着用については，部活動等のケジメをつける点からも制服の着

用を義務付けており 認めておりません 防寒および危険防止については 防寒具 コ， 。 ， （

ート類 ，ズボンの制服，反射板付きのたすき及び防犯ブザーの携帯等もご検討いた）

だきたい。


