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<保護者の方々にも読んでいただきましょう>    <ご意見・ご質問をお寄せください> 
『自己実現 2023』など進路指導部が発信する情報の一部を神戸高校 HP でも閲覧できます。 

１組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 ７組 ８組 ９組

８：２０ ８：２０

英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語
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７５回生　第３学年　第２回実力考査　監督表　　

６月１３日（月）

注意：理系数Ⅱ受験者は、LL教室にて受験。その後、数Ⅲが終了するまで、LL教室で待機しておくこと。

自 己 実 現 2023   兵庫県立神戸高等学校 進路指導部  

[第２回実力考査(6/13(月),14(火)実施)] 

マーク模試が終わり,来週には第２回実力考査が実施されます。「マーク＋記述(論述)」

のセットを，「大学入学共通テスト＋個別(２次)試験」と考えると，みなさんにとってこ

のセットは，実際の大学入試の疑似体験することでもあるのです。 

※4,5 限は平常授業（Ａ週火曜日） 

１組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 ７組 ８組 ９組
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（倫理） （政経） （６０分） 地理 地理 地理 世/日/地 世/日/地 世/日/地

桑田 松井 （６０分） （６０分） （６０分） （６０分） （６０分） （６０分）

１１：４５

１１：５５ 教室待機 １１：５５ １１：５５

２、３組の倫理政経選択者は２組で世界史・日本史を受験。２、３組の倫理を選択していない者は３組で世界史・日本史・地理を受験。

６月１４日（火）

注意：文系理科は各自のHR教室で受験。6、7組の物理・生物は授業教室で受験。９組の物理・生物はHR教室で受験。
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[進研 6月マーク模試・自己採点集計結果について] 

 先日実施したマーク模試の自己採点集計の処理中です。来週早々には予備日で受験した

生徒を含めた全体の結果が判明しお知らせする予定です。模試を受けたあとに自分の成績

を他人と比較して落ち込むのはやめましょう。それよりは，自分の弱点をはっきりさせ，

次への対策ができる人が夢を叶えられる人です。今回の模試は６月実施なので，理科や地

歴・公民は範囲がせまく解答しやすかったかもしれません。実際の大学共通テストレベル

より易しい科目もありました。点が取れた人はその調子でこれからも油断しないように気

をつけ，ますます学習に励みましょう。思うように点が取れなかった人は明らかに基礎力

不足です。しかし，まだ時間はあります。あせって『塾に行かなければ…』と短絡的に考

えてはいけません。基礎は自分で繰り返し，繰り返し固めていくものです。どうすればよ

いのか分からない人は教科担当もしくは担任に相談してください。 

今回初めてマーク式の模試を実施しました。マークシートへの記入(マーク)が雑で不正

確な人もおり，塗り直したシートもあります。地理歴史・公民・理科②において，第 1 解

答科目・第 2 解答科目は間違っていませんか。（下記に説明あり）また数学では数ⅠＡ，数

ⅡＢで解くべきところを数Ⅰ，数Ⅱで解き始めた人が十数名見受けられました。本番でこ

う言ったミスは許されません。不注意で志望校を変えざるをえなくなりますので，次の第

２回全統マーク模試（8/9日(全日),10 日(半日)では十分に注意してください。 

Ｑ：「大学入学共通テストの第１解答科目とは？」 

地理歴史・公民・理科②において，教科内で１科目のみを合否判定に利用する大学では，

２科目受験生の成績は高得点の科目ではなく，第１解答科目（理科②，地理歴史・公民で

１科目めに受験した科目）を指定するケースがあります。とくに，国公立大学では多くの

大学が第１解答科目を利用するほか，私立大学でも難関大学を中心に第１解答科目を利用

します。どの順番で解答するかは共通テスト当日に自由に選べるため，得意科目を第１解

答科目で解くのが基本です。ただし，なかには特定の科目を第１解答科目に指定する大学

もあります。志望校が特定の科目を設定している場合は，それに従って受験しなければな

りません。なお「地理歴史，公民」及び「理科②」の試験時間に２科目受験する場合は，

解答順に第 1 解答科目と第 2 解答科目に区分し解答します。試験時間 130 分の中で，まず

第１解答科目を 60分間で解答した後，10分間で答案回収と新しい解答用紙の配布を行い，

次の 60 分間で第２解答科目を解答します。 

[今後の進路 LHRの告知］ 

6/23(木)LHR時に『第一志望実現に向けて』と題して,駿台京阪神エリアマネージャーの 

恒川 久仁子氏を招き進路講話をしていただきます。なお保護者の方も希望される場合は参

加可能です。申し込み案内は 5/31(火)に配布済み(申し込み締切りは 6/16(木))です。 

[校外模試の申込みについて]         

■駿台 → 6/28(火) 締切 ①,②は進路資料室前の申し込み用紙に記入し進路資料室前 boxへ！ 

①第 1 回東大入試実践模試… 8/13・14(土日)  駿台神戸校 

②第 1 回京大入試実践模試… 8/21(日)       駿台神戸校         

■河合塾 → 6/17(金) 締切 申し込み用紙（先日配布済）を記入し、進路資料室前の boxへ！ 

①第 2 回全統記述模試… Weｂでの申し込み 

②第 1 回東大入試オープン……… 8/ 6(土) ・ 7(日) 河合塾神戸三宮校 

③第 1 回京大入試オープン……… 8/14(日)       河合塾神戸三宮校 

④第 2 回全統記述模試   ……… 9/ 4(日)        神戸大学深江キャンパス 

■代ゼミ模試特別会員希望者は 6/16(木)放課後 \4,000持参！進路指導室前 15:15～16:15 


