
明治36年設立。校訓に「自主 創造 

親愛」を掲げ、将来に志や夢を持ち、

自主性と創造力の備わった生徒の

育成をめざす。そのなかで全国の国

公立大へ、毎年多くの合格者を輩出

している。

進路実現に向けて
「模試とは何か」を意識させる。

高校生として初めて受験する全国模試。小倉南高校では、
どのように活用されているのでしょうか。

すべての模試に言えることですが、模試とは普段の学習

で身につけた力を試し、測る機会です。そして、目標に向

けて学力を伸ばしていく指標となる試験です。そのため、

受けただけで終わらせないように、「進研模試 デジタル

サービス」など様々なコンテンツを活用しながら自主的に

復習に取り組み、基礎学力を積み上げることが重要です。

そのスタートとなるのが７月模試です。つまり、今回の模

試は、小倉南高校の生徒の礎となる、非常に重要な模試

ですね。（大神先生）

１年生の模試では、模試とは何か、進路を実現するために

模試をどう活用すべきなのかというところを意識づけたい

と考えています。しかし、１学期は体育大会などの学校行

事が多いため、模試について十分に指導することが難し

い現状があります。そこで８月半ば過ぎに行われるサマー

スクールという学年行事の中で、模試の位置づけや事後

の取り組みに関する指導を行いました。（岩丸先生）

模試の活用法を指導し、
実体験させる。

模試の事後指導を行うサマースクールでは、具体的にどの
ような指導をされているのでしょうか。

初めて模試を受験した生徒は、平均点の30点程度にも満

たない、これまで取ったことのないような点数を取ってし

まい、「自分は力がついていないんじゃないか」という状態

に陥ってしまうことが少なくありません。そのイメージを払

拭し、自分の弱点に目を向けさせることが大きな目的の一

つです。そこで、返却時期を少し遅らせて、個人成績表と

採点済答案を一緒にサマースクールで返却し、設問別成

績に記載されている内容に注目するよう、成績表の見方か

ら指導しています。私が特に注目させるのは、「あと何点で

ひとつ上のGTZ」「解答解説の何ページから取り組もう！」

という箇所。７月模試では、得点や順位よりも自分の弱点

を把握させたいからです。また、偏差値については、まだ

まだ理解できていないことが多いです。そのため、GTZを

指標にして、現在の立ち位置を大まかな範囲で把握させる

ようにしています。（岩丸先生）

目的・位置づけ

データ活用レポート 福岡県立

小倉南高等学校
7月模試の事後活用
志望校合格を実現するために欠かせない模試の事後指導。

成績データを活用してどのように生徒を指導するべきなのか。

全国の先生方にお聞きしました。

こ くら みなみ

成績表返却後のサマースクールで、成績表の見方や問題のとらえ方を指導し、

ワークシートを使った自己分析をさせることで模試の事後活用を体感させる。

一方で、分析結果を授業や毎日の課題に反映し、基礎学力を積み上げさせる。

模試の活用法を指導し、１月模試に向けて基礎学力を積み上げさせる。
小倉南高校の

事後活用

「模試とは何か」。その活用法から指導するこ とで、進路実現への第一歩を踏み出させる。「模試とは何か」。その活用法から指導するこ とで、進路実現への第一歩を踏み出させる。
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「模試とは何か」。その活用法から指導するこ とで、進路実現への第一歩を踏み出させる。

ワークシートによる自己分析で
取り組むべき問題を把握させる。

小倉南高校では、ワークシートを活用し、成績表の見方や
弱点把握、課題発見の方法を指導されていました。

個人成績表を確認させる際は、独自のワークシートを活用

しました。ワークシートでは、まずGTZを指標にして、全国

での自分の現在地と対策が必要な分野を明確にさせてい

ます。そのうえで、対策が必要な分野について、あと何点で

ひとつ上のGTZになるのか。ただ、この「あと何点」という

表現がわかりにくい生徒もいると思います。そのため、仮に

１問３点として「あと何問」という表現に置き換え、どの問

題に取り組むべきなのかを把握させるようにしています。

その際、模試で出題された問題を、設問ごとに、レベル１

「現段階で解けるようになっておく問題」、レベル２「国公

立大合格のための基本問題」、レベル３「難関大合格のた

めの問題」と分類し、レベル１に誤答があるのであれば、そ

れが最優先課題だと指導しています。そして、めざすべきは

レベル２に分類された問題であることも伝え、次への目標

までイメージさせています。（岩丸先生）

データ分析

P O I N T

・設問別成績に何が表示されているかなど、成績表の見方から指導する。

・GTZを活用し、自分の現在地を確認させる。

・現段階で解けるようになっておくべき問題を把握させる。

・「進研模試 デジタルサービス」はログイン方法から指導する。

「模試とは何か」。その活用法から指導するこ とで、進路実現への第一歩を踏み出させる。

過去の実績との比較で
特徴や傾向を把握。今後の伸びを
予測し指導を検討する。

生徒に自己分析させる一方で、先生方はどのような分析を
されているのか、お聞きしました。

本校では、「１年生１月模試でどのような結果を出すか」を

１年次の目標として設定しています。それに向けて、学年と

しては、過去十数年にわたって蓄積してきたデータと比較

しながら、今年度の学年の特徴や傾向を把握していきま

す。例えば、GTZのB１の層に何人いるのか、C１からB３に

上がった生徒が何人いるのかといった分析ですね。このよ

うに、各学力層の得点率や分布を確認したり、全国や他校

と比較したりして、これから学年がどのように伸びていくの

かを予測し、今後の指導を検討していきます。（大神先生）

また、教科では設問別の得点率を分析し、授業や課題に

反映させていきます。例えば数学の場合、インターネット

フォルダに結果がアップされたら、すぐにどの分野が弱点

となっているのかを分析・把握していきます。そのうえで、

毎日取り組ませている「Mathプリ」という課題に反映さ

せて、弱点を補強させています。（小出先生）

弱点と課題を明確化

し、復習に誘導する

ワークシート。この活

用を通して模試の受

験意義を伝える。
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分析結果を反映した課題に
毎日取り組ませて弱点を補強する。

数学科の課題「Mathプリ」について、具体的な運用方法
をお聞きしました。

数学では、毎日「Mathプリ」というA４のプリント１枚の課

題に取り組ませています。これは、毎日継続して学習する

習慣を身につけさせると同時に、弱点を補強させることが

目的です。この「Mathプリ」は、授業で終えた分野から生

徒の最も課題となっている問題をピックアップし、既習分

野から１日１問ずつと、模試の過去問を１回ローテーション

で毎日取り組ませている課題です。ここに先ほどの分析結

果を反映させるんです。例えば、２次関数が弱いという結

果であれば、ローテーションのうち２次関数の問題に２回

取り組ませます。そのようにして弱点分野を補強させてい

くんです。また、模試の受験後は結果がわかる前に担当者

で必ず採点しています。そして、担当しているクラスの生徒

の弱点を把握したうえで授業などに反映しています。その

ため、生徒の状況は常に把握できていますね。（小出先生）

「進研模試 デジタルサービス」は
いかに教員が使いこなすか。

また、小倉南高校では「進研模試 デジタルサービス」を
活用した復習にも取り組ませていました。

先述したワークシートの記入後は、「進研模試 デジタル

サービス」を活用し、WEB解説の確認や暗記カードの登録

などの復習コンテンツに取り組ませています。さらに、復習

完了宣言がなされているか、次回に向けての目標コメント

が入力されているかを確認しています。仮にまだできてい

ない生徒がいるのであれば、個別に呼び出して入力させる

など、全生徒に活用を習慣づけるように指導しています。

（小出先生）

こういったデジタルコンテンツは、教員も使いこなせるよう

になることが重要ですよね。本校の場合、全教員に対して、

「進研模試 デジタルサービス」ではどういったことができ

るのかという研修会を実施し、まずはIDの取得とログイン

方法を周知するところから始めました。そして、もっと生徒

を個々に把握することにより、具体的な指導が行いやすく

なることを認識してもらうことで、環境を整えるようにして

います。（大神先生）

データ活用

P r o f i l e

教職歴26年。同校に赴任して９年目。

２学年主任。柔道部顧問。

担当教科は理科（化学）。

座右の銘は「盡己」。生徒には南高プ

ライドを持って社会で活躍できる人

に育ってほしい。

岩丸 和幸先生
いわ まる かず ゆき

P r o f i l e

教職歴25年。同校に赴任して23年目。

進路指導主事。担当教科は地理・歴史。

「自己の限界は自分の思うより先にある」

をモットーに、日々 指導にあたっている。

大神 弘巳先生
おお がみ ひろ み

進路、教科、学習習慣。すべての指 導は模試とつながっている。進路、教科、学習習慣。すべての指 導は模試とつながっている。 

WEB
※ご利用には学校ID・ログインコードまたは先生個人ID・パスワードが必要です。

Benesse High School Online
https://bhso.benesse.ne.jp/

Benesse High School Onlineから
活用レポートのバックナンバーをご覧いただけます。

「TOP」画面    テスト&教材のご案内「進研模試」    「活用データ」    「受験後」    「進研模試データ活用BOOK冊子掲載記事」

じん き

04 ［2017年度　高１生　７月実施記述式］



進路、教科、学習習慣。すべての指 導は模試とつながっている。

進路指導、教科指導の導入であり
「模試とは何か」を体感できる模試。

最後に、小倉南高校にとって模試がどのような役割を果た
しているのか、改めてお聞きしました。

７月模試は、進路指導においての初期指導、進路実現に

向けての導入の指導ですね。自分の力をどのように把握

すればいいのか、問題をどのようにとらえるべきなのか。

その指標をしっかりと身につけてもらうということです

ね。そして、ここからずっと先に大学入試というものがあ

る。そう考えたときに、模試が高校生活のなかでどんな役

割を果たすのか。それを認識し体感できるものが７月模試

なんだと思います。（岩丸先生）

教科としても導入という位置づけは変わりません。１年生

の最終目標である１月模試に向けて、模試をどう活用すべ

きなのか。次の学年に向けて基礎学力をどう積み上げて

いくべきなのか。そういったことを意識する最初のきっか

けだと考えています。そして、学力を積み上げ、進級してい

く過程で、志望校という進路目標につなげていってもらえ

ればと思います。（小出先生）

７月模試で新たな目標を設定し
全国、全世界に視野を広げてほしい。

７月模試を活用した指導が夏以降、または次年度以降の
指導につながるのだと大神先生はおっしゃいます。

７月模試は新たな目標の設定に必要な指標ですよね。そ

れまでは校内や地元といった狭い範囲の比較対象や指標

しかありませんでした。それが、模試を受けることで、高校

卒業後の全国や全世界といった広い範囲で目標を考えら

れるようになる。自分の力を知り、新しい目標を設定する。

７月模試はその導入となる非常に重要な模試。サマース

クールでの指導や「進研模試 デジタルサービス」の活用

など、丁寧に指導していくことが、今後の進路指導にもつ

ながっていくのではないでしょうか。また、「進研模試 デジ

タルサービス」に限らず、指導に有用なもの、いいDNAは引

き継いで次年度以降に生かしていくことが大切です。１人

の教員の秘奥義のように隠してしまっては、「その学年の

指導」で終わってしまいますからね。学年だけでなく各部門

の垣根までを取り払い、学校全体に指導を広げていくよう

取り組み、学校全体の活性化につなげていければと思い

ます。（大神先生）

北海 道

室蘭栄高等学校
模試を軸にした指導で、学習

から離れさせない。

2016年度

進路、教科、学習習慣。すべての指 導は模試とつながっている。 

P r o f i l e

教職歴21年。同校に赴任して６年目。

進路部情報課長。担当教科は数学。

「自ら考え、自ら行動できる生徒を育

てたい」をモットーに、日々指導にあ

たっている。

小出 光一先生
こ いで こう いち
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