
 今日は、高校入試についてお話をします。  

 男衾中学校の生徒はもちろんです

が、それ以外の中学校でも、卒業する

９９％以上の生徒が高等学校への進

学を希望しています。 

 本校３年生の中にも、すでに進学

先の高校が決まった人もいますが、

６０名以上の人が３月１日に行われ

る、公立高等学校の学力検査を受検

しなくてはなりません。 

 １２月から、3年生とは班ごとに校長室で給食を食べました

が、たくさんの人が入試に対して不安を感じていました。 

 不安を解消する方法はただ一つ。一所懸命に勉強することで

す。「これだけやったのだから大丈夫」と、納得できるまで頑

張ってください。「今さら間に合わない」なんて言わないでく

ださい。やっただけ力は付きます。  

 ところで「入試は３年生が受けるんでしょう？僕にはまだ関

係ないよ」そんなふうに考えている１・２年生がたくさんいる

と思います。テストを受けるのは中学３年生ですが、１・２年

生の高校入試もすでに始まっているんです。 

 今、「テストを受けるのは」と言いましたが、入試は当日の

テストだけで合格が決まるものではありません。テストの点数

と調査書という皆さんの学校生活を記録した書類の点数、そし

て面接や実技がある学校ではそれも合計した点数で決めます。 

 本校の生徒がたくさん進学する、滑川総合高校を例にして、

どのように合格を決めるのかを説明します。 

 まず、学力検査、つまりテストは国数社理英各教科１００点

満点で合計５００点満点。調査書は通知票のように９教科の５

段階評価で１年生、２年生の合計と３年生の成績を２倍した合

計で１８０点満点。多くの学校が３年生の成績を２倍、３倍し

ます。そして、部活動、生徒会、学級活動、英語検定や漢字検

定などの資格、ボランティア活動などを点数化します。この調

査書が４００点満点。それに面接の１００点満点が加わり、１

０００点満点で合否が決まります。 

 学力検査、つまりテストだけで合格するのではないことがわ

かったと思います。日頃の学習はもちろんですが、部活動、係

や委員会、生徒会活動、ボランティア活動、資格の取得などに

一所懸命に取り組むことは、皆さんが希望している学校に合格

することにつながります。「１・２年生も高校入試が始まって

いる」ということの意味がわかってもらえたでしょうか。 

 それだけではありません。皆さんが今学んでいることは、高

校入試だけではなく、大学入試にも、そして、１０年後、２０

年後、皆さんが社会人になったときにも役立つ力になります。 

 ですから、日々の学校生活に真剣に取り組んでください。３

年生の皆さんにとっては

今が一番苦しいときで

す。でも、学んだ内容も、

真剣に学んでいる姿勢

も、必ず将来の人生に生

きます。わからないこと

は、仲間や先生に「教え

て」の声をかけてくださ

い。助け合いながら学ぶ

ことも、将来の人生に必ず生きます。 

◎寄居町の教育理念◎ 
真の学ぶ力を身につけた 未来を拓く人づくり 

◎男衾中学校のミッション◎ 
知・徳・体の調和のとれた｢生きる力｣を育む学校 

～あとひと手間かけて～      

◎学校教育目標◎ 
自ら学ぶ生徒(知) 心豊かな生徒(徳) たくましい生徒(体) 

２月の全校朝会講話 

３月の主な行事 
 １日（木） 県公立高等学校入学者選抜 学力検査 

 ２日（金） 県公立高等学校入学者選抜 面接･実技検査 

 ３日（土） 資源回収（予備日 ３月４日） 

 ８日（木） 三年生を送る会（１・２校時） 

 ９日（金） 県公立高等学校入学許可候補者発表 

 15日（木） ３年生修了式 

 16日（金） 第71回 卒業式 

 20日（火） ＰＴＡ新旧役員会 

 26日（月） １・２年生修了式 

２月 

日 曜 行  事 給食 

1 木 専門委員会 o 

2 金   o 

3 土     

4 日     

5 月 職員会議・研修⑯ o 

6 火 生徒朝会 o 

7 水 
1年スキー教室（天狗ロッジ） ２年東京見

学 
o 

8 木 1年スキー教室（天狗ロッジ） o 

9 金 
1年スキー教室（天狗ロッジ）  登校指導

⑩  ＰＴＡ役員会⑥ 
o 

10 土     

11 日 建国記念の日   

12 月 休日   

13 火 学年朝会 o 

14 水   o 

15 木 3年期末テスト 学力向上の日 o 

16 金 3年期末テスト o 

17 土     

18 日     

19 月 
入学願書・調査書・学習の記録提出期間 

職員会議・研修⑰  
o 

20 火 入学願書・調査書・学習の記録提出期間   o 

21 水 
部活中止 新井千鶴選手訪問（レガシー

創出事業）4限（3年体育）・5限（講演会） 
o 

22 木 
部活中止 学力向上の日  志願先変

更期間 
o 

23 金 部活中止  志願先変更期間 o 

24 土 部活中止   

25 日 部活中止   

26 月 期末テスト 小中行事すり合わせ o 

27 火 期末テスト o 

28 水   o 



※後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。載せることが差し支える内容がある場合には、担任を通じてお知らせください。 

 先月号でお知らせしました、新井千鶴選手の来校時の予定が決まりました。 

 11時50分から12時40分  3年生の保健体育授業（武道場） 

 13時40分から14時40分  講演会（体育館・上履きを御持参ください） 
 なお、安全確保の観点から、講演会のみ公開いたします。ふるって御参加くださるようお願いいたします。 

寄居町科学展 
優秀賞 2年 岩片 翔太郎  3年 押田 颯馬 

金 賞 1年 利根 悠斗  根岸 龍之介 

    2年 山本 菜友  小松 拓夢  菅原 丈嗣 

      横田 颯吾  小林 由茉  利根佑実子 

    3年 岡野 未来  平沼 陽介 

埼玉県科学振興展覧会大里地区展 
金 賞 2年 岩片 翔太郎  3年 押田 颯馬 

埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスター・標

語コンクール 
優秀賞 １年 新堀 陽菜 

入 賞 １年 小根山愛菜  吉田 樹  高橋ひより 

       落合姫菜華  黒元 利彩 

    ２年 小澤 拓馬 ３年 金﨑 冬弥 不破 駿 

深谷大里地区U14選抜選手 
 ２年 前田 未来  新井彩弥乃 

浮き城のまち行田駅伝 

 ２年 小野 直樹  野川 大翔  中尾 昇阿 

 関根 虎流  ３年 圡橋 駿太（区間賞） 

小川和紙マラソン大会 7位 1年 神庭 陽菜 

深谷市民マラソン大会 1位 3年 圡橋 駿太 

大里地区文集「けやき」 
特選 1年 設楽 みう 2年 井草 光輝 3年 菊池 光 

入選 1年 安念 未喜 2年 折笠 海飛 最上 彩夢 

   3年 長谷川実咲 

埼玉県読書感想文コンクール 特選 3年 押田 颯馬 

本庄第一高等学校第26回中学生作品コンクール 
特選 1年 落合姫菜華 吉田 樹 2年 新堀 由羅 

人権作文コンクール 入選 
1年 黒元 利彩 小根山愛菜 新堀 陽菜 

2年 新井田由梨奈 今井 那津 宮坂 夏実 

  新堀 由羅 最上彩夢 小林 由茉 吉橋 玲 

3年 新堀 来瞳 小林 祥子 峯岸 冬華 

熊谷市柔道大会 
2年 2位 折笠 海飛 3位 松田 洋太 

埼玉県北柔道大会 
1年 3位 小林 優大  2年 3位 折笠 海飛 

寄居少年柔道大会 
1年 1位 小林 優大  2年 3位 石渡 將記 

2年 敢闘賞 井草 光輝 新井田由梨奈 神庭 萌花 

 寄居町青少年健全育成町民会議 道徳講演会･実践発表会が寄居町中央公民館で行われました。2年生の

生徒・職員が参加しました。 

 実践発表では、男衾中学校からは3名の生徒代表と1名の保護者代表による発表が行われました。大きな

会場でしたが、堂々と発表できました。発表者の行動目標は、次の通りです。 

 2年1組 岩片翔太郎さん 「相手の気持ちを考えて、思いやりのある言動をします」 

 2年2組 細川 怜音さん 「何事にもあきらめずに挑戦します。早寝早起きができるようにします」 

 2年3組 小澤 拓馬さん 「周りをよく見て、自分ができることを進んで探します」 

 保護者 小澤 弘美さん 「誰にでも平等に接し、自ら挨拶します」 

 


