
  

  

 

 

 

 ４１回生の修学旅行を１月２６日から１月２９日に３泊４日で実施しました。

インフルエンザの流行や、けが、病欠など様々心配していましたが、みんなの願

いも通じたのか、全員で参加する事が出来ました。朝５時半に相生、姫路を出発

し、午前１０時に新千歳空港に到着しました。その後サホロスキー場に向かいス

キー体験を３日間行いました。３日目は札幌市内でカーリング、スケート、観光

と各自が選んだ班毎に分かれそれぞれの

札幌を楽しみました。４日目は北海道観

光の定番スポット小樽を観光し、お土産

を買ったり、新鮮な魚介類を堪能したり

しました。そして高校生活最大のイベン

トである修学旅行を無事終える事が出来

ました。地震の影響や天候不順も心配し

ながら臨みましたが、４１回生の晴れ

男、晴れ女ぶりを発揮し、素晴らしい天

候の日の中、全行程を充実した思い出に

残る種動く旅行になったと思います。 
 

★★★★★   以下に生徒の感想を掲載します   ★★★★★ 

● 1組 女子 

 この学生生活最後の修学旅行を終えてたくさんの思い出が

できて振り返るだけで楽しくて戻りたくなって少し切なくな

ります。その中でも一番心に残っていることはスキーです。

最初は正直しおりを見てスキーばかりだなと不安な気持ちが

とても強かったです。強かったというよりは不安しかなかっ

たです。１日目の基礎的なことを学んだときは周りよりでき

なくて焦ったし、やっぱり自分にはムリだと諦めてました。

でも２日目リフトに乗って上まで行って滑ると自分でもびっ

くりするくらい上達して滑ることが楽しいと思えるようにな

りました。高校生活の中で新しいことに挑戦することが少な

くなってきていたので、久しぶりにできなかったことができるようになる喜びを感じられてすごく幸せで

した。スキーの他にも班別研修などをして今まであまり知らなかった子の一面を知ることができたり、同

じ部屋で一晩を過ごすことによって絆が深まったりと本当に有意義な時間でした。 

 

● 2組 男子 

 修学旅行の荷物は母がどでかいスーツケースにえげつない量の着替えの服を入れて準備してくれまし

た。心配性である母なりの優しさだと思ってありがたいと感じていましたが、案の定クラスの中で飛び抜

けてスーツケースが大きかったので恥ずかしかったです。 

 スキーでは班員が全員で 12人で知り合いが 2人しかいませんでした。初めは僕から話しかけていまし

たが、だんだん話しかけてもらえるようになってう

れしかったです。スキーが上手くなるにつれて班員

との仲が深まり充実していました。 

 北海道の自然はとても気持ちよかったです。頬に

当たる冷たい風やひんやりとした雪の感触、息を吸

うだけ体が透き通る。修学旅行であることも忘れリ

ラックスしていました。それでも一番は味噌ラーメ

ンと海鮮丼です。どちらも美味しかったですが海鮮

丼は格別でした。 

 本当に修学旅行に行って良かったです。これを機

に勉強ももう少し頑張ります。 

 

● 3組 女子 

 すごく楽しい修学旅行になりました。最初はスキーばかりやなぁって思っていたけど、すべってみたら

すごい楽しくてもっとスキーしたかったなぁと思ったくらいでした。いろんなリフトやいろんなところを

滑れてすごく充実していました。また家族とかでスキーし

にいきたいと思いました。札幌は時計台やテレビ塔とかい

ろんな所にいけて、いろんなものが食べられて、おみやげ

も買えてもう最高でした。あと夜になって光っている札幌

の街がすごくきれいでした。サホロリゾートもシャトレー

ゼも部屋はきれいだし、ごはんもおいしかったし、ずっと

住みたかったです。小樽はお店ごとに特徴の違うガラス屋

さんがいっぱいあってずっと見ていたいくらいでした。雪

まみれの道を歩くことすら貴重な体験だったし、貴重な体

験がいっぱいできて、きれいなものがたくさん見れて、本

当に北海道に住みたいと思った最高の４日間でした。 

 

● 4組 女子 

修学旅行で思い出を作りすぎて正直何から書けばいいか分からないくらいです。その中でもやっぱり一

番印象に残ったのはスキーです。最初から最後まで難しいし怖かったけど滑れたときの嬉しさは忘れられ

ないです。本当に滑れなくてブルーになったけど、一緒にゆっくり滑ってくれた同じ班の仲間のおかげで

何とか最後まで心が折れることなくできました。 

小樽研修では寒い寒いって言いながら海鮮丼屋を探し回っ

てやっと見つけたお店で食べた海鮮丼は格別でした。北海道の

魚介類は本当に新鮮で美味しかったです。 

そして、この修学旅行で一生分笑いました。自分でも分から

ないくらい笑いました。今となっては何がそんなにおもしろか

ったのか自分でも分からないです。北海道マジックです。 

修学旅行は 4 日間でしたが、4 日間とは思えないくらいあ

っという間でした。また北海道に行きたいです。 
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● 5組 男子 

 まだ先のことだと思ったらもう前日で、寝坊が怖くて逆に寝れませんでした。スキー初心者の自分は行

くまで、「3日間もスキーはいらない」と思っていました。ですが、2日目から滑れるようになって、3日

目にはもっと滑りたいと思うようになりました。不安は多か

ったですが、滑れるようになってとても嬉しかったです。イン

ストラクターの有働さんは優しくて明るく、充実した 3 日間

でした。札幌では警備員の方においしいラーメン店を教えて

もらったり、テレビ塔の展望台からの景色を楽しみました。最

終日は小樽でアイス→海鮮丼→ラーメンと食べ歩きをした

後、ガラス屋で班員お揃いのブレスレットを買いました。ガラ

ス細工はどれも綺麗で動物や天使などとても可愛らしいもの

もたくさんありました。この修学旅行は自分にとって、飛行

機・北海道・スキー、どこに行っても雪が積もった景色と、初

めてのことばかりで貴重な経験ができ、楽しかったです。 

 

 

 

 

 

マラソン大会 疾走！ 
 

 ２月１４日(木)バレンタインデーのこの日、相生高校恒例のマラソン大会を寒風が吹

く冬空の下行いました。天候も不安されましたが、マラソンにとってはベストなコンデ

ィションでの大会となりました。生徒たちは女子４．５キロ、男子８．１キロの道のり

を走り切りました。我々教員は沿道で生徒たちを応援していました。生徒たちが必死で

自分自身と闘う姿にただ感動でした。 

マラソン大会結果 
 

個人成績 
男子      女子 

１位 １組  木本悠翔  ２位 ３組 原 愛佳   

２位 ３組  門重来星  ３位 ５組 山本紗希    

 ４位 ２組  山下晃生  ８位 １組 川口綾乃   

 ７位 ４組  間嶋隆善  ９位 ５組 山岡未奈    

 ９位 ３組  土平航輔     

★★★★★★ 10位以内の生徒の感想を掲載します。★★★★★★ 
● 男子 1位  

「マラソン大会を終えて」         1組 木本悠翔 

 今年のマラソン大会は、初めての選手宣誓をさせていただき

ました。とても貴重な経験ができたと思います。今回のマラソ

ン大会では先頭でペース作りをしながら最後まで走り切り、二

連覇を達成することができました。途中の沿道やグラウンドで

の応援は、とてもありがたかったです。自分は、大学生・社会

人になってもマラソンを続けていきたいと思っています。フル

マラソンや 100 km マラソンに挑戦し、活躍していきたいと

思います。 

● 男子 2位  

「相生高校での最後のマラソン大会」                       3組 門重来星 

 これまでの 2 年間陸上をしてきて、自分の努力を無駄にしないように練習を積んできましたが 1 位に

は届かなかったです。よく藤岡先生がマラソンは自分の性格や気持ちを表すものだと言っていました。本

当にその通りだと思います。1位との差は 1秒もなかったのに木本君に気持ちで負けてしまった。やっぱ

り悔しかったです。僕はまだ自分に甘かったとしか言いようがありません。 

● 男子 4位  

「やり切ったマラソン大会」                           2組 山下晃生 

 僕はマラソン大会を終えて、やり切ったという達成感でいっぱいです。スタート前は自分の持っている

力を出すぞという強い気持ちでした。走っているときに思ったことは、周りの人から応援されることはと

てもうれしいということです。特に地域のおばちゃんから「がんばりーよ！」と声をかけていただき、最

後までがんばれました。マラソン大会で粘り強い力がついたと思うので、日常生活でも粘り強くやってい

きたいと思います。 

● 男子 7位  

「マラソン大会を走って」                            4組 間嶋隆善 

 大会前の修学旅行や大会などで心身の疲労が溜まっていましたが、本番では程よい緊張感の中で身体の

軽い自分の走りができたと思います。練習のときにはなかなか思うような走りができず、力が入ってしま

っていたけど、前日の試合から得たペース配分を参考にし、納得のいく走り、着順だったと思います。当

日はたくさんの人や先輩方に応援してもらいました。特に登りやラストは本当に力になりました。ありが

とうございました。 

● 男子 9位  

「思い出に残るマラソン大会」                          3組 土平航輔 

 マラソン大会がありました。去年は 10位以内には入れなかったので、今年こそは 10位以内に入りた

いと思っていました。だから、体育の授業でも、少しでもタイムを縮めようと頑張りました。マラソン大

会が始まって、最初はたくさんの人に抜かれて不安になりました。途中で「歩こう」と考えたときもあっ

たけど、諦めず最後まで走りきることができました。10 位以内に入ることができて、とても思い出に残

るマラソン大会になりました。 

● 女子 2位  

「たくさんの応援を受けて」        3組 原愛佳 

 私は今回のマラソン大会で、たくさんの応援があったから

こそ走り切れたと思います。出走前に不安になっている私を

励ましてくれて、とてもうれしかったです。しんどくて心が折

れそうなときも、たくさんの人たちからの応援を思い出しが

んばろうと思えました。本当に感謝しています。結果は 2 位

となってしまいくやしかったけれど、全力で走り切ることが

できました。私も誰かに勇気を与えられるような人になれる

ように努力していきたいです。 

 

 

男女ともに健闘！ 
１組 木本君 堂々2 連覇！ 



● 女子 3位  

「最後のマラソン大会」                             5組 山本紗希 

 最後のマラソン大会で最後まで一生懸命走れたと思います。2回したタイムトライアルでは、周りの子

と競い合ってタイムをのばすことができました。マラソン大会当日は、去年の失敗の原因を周りの子と話

し合って、今回は上手くいったと思います。たくさんの人に応援してもらって頑張ることができました。 

● 女子 6位  

「人生最後のマラソン大会」                           1組 川口綾乃 

 去年は最初とばしてしまい最後疲れてしまってスピードがとても落ちたので今年は最初から最後まで

同じスピードで走ることを心がけました。なので、去年より順位は下がってしまったけどタイムは上がっ

たと思いました。でも、家に帰って去年の結果を見ると 1秒も変わっていませんでした。びっくりしたと

共にがっかりしました。でも、2年連続 10位以内に入り、メダルをもらえてよかったです。人生最後の

マラソン大会、いい締めくくりでした。 

● 女子 9位  

「最後まで諦めずに頑張れたマラソン大会」                    5組 山岡未奈 

 昨年の失敗をいかして頑張ろうと思ったマラソン大会でしたが、今年もやはりスタートからとばしてし

まって昨年と同じことになってしまいました。でも、人生でもうこんなに長い距離走ることはないと思っ

て諦めそうになったときもあったけど走りきることができました。走っている途中に道で応援してくれて

いる先生や近所の方々にもパワーをもらってしっかりゴールまで走りきれてよかったです。 
 
             

修学旅行終了！ さて次は、いよいよ 3年に向け 

～「受験生」としてのスタートを切ろう！～ 
修学旅行も無事終了し、３月に入りました。３年生は今、国公立大学の前期試験も終わり中

期、後期の個別学力検査に向けて必死でがんばっています。次はいよいよ４１回生のみなさん

が「受験生」となる番です。「受験生」として好スタートを切れるように、これまでの学習習慣を見

直し、今後の目標を考えましょう。以下に受験生になるためのステップを上げておきます。参考に

してください。 

★「受験生」になるための４ステップ★ 
１．進路を決定しよう！ 
やみくもに受験勉強を始めても、途中で息切れしてしまう可能性があります。まずは、

「絶対○○大に行きたい！」という強い動機（モチベーション）を持つことが大切で

す。まだ志望校が決まっていない人が多いかもしれませんが、本当に行きたい大学や

学部があれば、受験勉強への取り組み方も変わってきますので、進路についてしっか

り考えましょう。 

２．入試までの流れを意識しよう！ 
進路を決定したら、入試までの流れをイメージし、いつまでに何をすべきか、どのような勉強の進め方を

すればよいかをノートに書き出してみましょう。今の学力を志望校入試の合格レベルに到達させるために

は、やるべきことがたくさんあります。限られた時間で夢を実現させるためには、自分で小さな目標を立

て、それを一つずつ達成していく力が必要です。 

３．基礎力を強化しよう！ 
受験勉強を始めるにあたって、最初の大きな目標となるのは、基礎力の養成です。基礎力がなければ、ど

んな難しい入試問題も解くことができません。特に苦手な教科がある場合には、基本的な問題を解けるよ

うにしていきましょう。また、夏休みまではあれこれ手を出すのではなく、基礎固め中心の勉強をしてい

きましょう。 

４．計画を立てて実行しよう！ 
やるべきことが整理できたら、計画表を作成し、受験勉強をスタートしま

しょう。まず、今から夏休みまでの具体的な勉強内容を、教科ごとに決め

ましょう。次に１週間単位で予定を振り分けましょう。その際、週末に予

備日を設けるなどして、計画倒れにならないように工夫しましょう。 

 

今後の日程           

３月 ４日(月)～ 午前中授業(1･2･5･6限) 

   ５日(火)  球技大会 

   ６日(水)  進路講演会  

１２日(火)  高校入試登校禁止 

１３日(水)～１４日(木)12:00まで 登校禁止 

１９日(火)  合格体験発表会 

２０日(水)  代休 

２１日(木)  春分の日(登校日) 自然科学コース 課題研究発表会 

２２日(金)  終業式、合格者説明会 

２６日(火)～２８(木)  春季補習 

 
Nさんのコラム 

今年は選挙 YEAR 
以前学年集会でも話しましたが、今年は統一地方選挙、参議院議員選挙が行われます。またニュース

でも取り上げられていますが、衆議院も解散し総選挙となる可能性も取りざたされています。 

まさに今年は選挙イヤーです。皆さんの大半が今年選挙権を得ることになります。 

国政選挙だといわれても自分たちにはあまり関係ないし、政治や経済にも興味がないから選挙には行

かないと考えている人も少なからずいると思います。大人にもそういう人は多くいます。しかしそれは

大きな間違いで、自分がしっかりとした意見を持たず、権利を放棄したり、適当な投票を行えば、偏っ

たメディア報道や、その時の時流に流された、危うい政治状況に国全体が陥ってしまう危険性をはらん

でいます。 

今のイギリスを考えてみましょう。EUの離脱について国民投票を行った結果、離脱することになりま

した。当時のキャメロン首相は離脱を望んでおらず国民の良識ある選択を信じ、勝てると思い、国民投

票を行ったと思います。しかし、メディアの影響や反対勢力の意見のほうが強くわずかの差で離脱側の

勝利となったのです。その結果、現在日本企業をはじめ多くの海外企業が工場を閉鎖したり、撤退を初

めており、このまま EUから協定なく離脱となれば、少なくともイギリスの GDPが 1割は下がるであ

ろうといわれています。その結果通貨は下落し、失業者も増え国民生活にも大きなダメージとなるでし

ょう。日本でも以前同じようなことがあり、円高、デフレ、失業率の増加で国民が大変苦労した時代が

ありました。つまり、政治は経済と密接に繋がっており、みんなの生活に大きく影響してくるのだとい

うことを知っておきましょう。 

では、どうすればいいのか、それは政治や経済に関心を持ち一方的ではな

く多方面からの様々な意見を取り入れて自分の考えを持つこと。そして、

それを踏まえて、代表者を選ぶということしかありません。今年の選挙を機

に政治や経済を真剣に考える習慣をつけましょう。 

かのイギリス首相であったウィンストン・チャーチルは 

「民主主義は最悪の政治形態だ、ただしこれまでに試された他の政治形態を

別にすれば」と言っています。民主主義は、一党独裁や専制政治よりはまし

だが決して良いものではないということです。今のイギリスにとっては皮肉

のようですが、つまり国民の力量によると言っているのだと思います。 


