
 

「コロナ禍の中で新年を迎えて思うこと」 

                            ７組担任 柴﨑 千晶 

 新しい年が始まりました。年末年始はどう過ごしましたか。 

 私は年末、毎年恒例のおせち料理を作りました。普段忙しい時は手抜きをしますが、この時は、 

まず大きなお鍋いっぱいのおだしを昆布とたっぷりのかつおぶしで引くことから始めます。娘が 

産まれた時、夫から、「この子は、できるだけ日本の伝統や行事を大事にする環境で育てよう。」 

と言われ、新年には門松や羽子板を飾り、ひな祭りや七夕、とんどや冬至のゆず風呂と、娘と季節ご

との行事を楽しんできました。おせち作りも、小学生の頃から手伝ってくれています。今年の年末年

始は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、例年通りではありませんでした。いつもなら年末に

帰ってきて娘とおせち料理を重箱に詰めてくれる義妹は、医療従事者のため、この時世の影響で帰省

できませんでした。毎年１日には、私の実家で兄弟三人の一家が揃っていたのですが、持病のある母

を配慮して「密」を避けるため「分散帰省」となり、妹や弟、甥や姪にも会えませんでした。 

 こんなふうに、「コロナ」が奪ってしまったものは無数にあります。世界は、今までとは違ってしま

い、新しい年を迎えても、将来への不安がいつのまにか胸を塞いでしまいそうです。けれども、今回

私が、おせち料理を娘と作りながら感じたのは、「コロナにも奪えないものがある」ということでし

た。「コロナ」が世界を覆っても、こうして娘と過ごしている時間は奪えない、娘がいつか私達の元か

ら離れても、一緒に作った「栗きんとん」や「田作り」は、彼女の中にずっと残ると感じました。 

 学校も同じです。入学した翌日から自宅学習となり、新しいクラスメイトの顔もわからないままの

不安な日々。やっと６月から登校できても、文化祭や球技大会は中止になり、授業や日常生活には制

限があり、マスクや消毒の中での学校生活が続いています。「コロナ」によって奪われた高校生活の一

部分はもう帰ってはきません。けれども、私が、75 回生の皆さんを見ていて思うのは、奪われたもの

よりも奪われなかったものの多さです。その一番目は、皆さんの“笑顔！！”不自由な生活でストレ

スも抱えているだろうに、学校が再開してからの皆さんは、日々輝くような笑顔をいっぱい見せてく

れました。何よりも心強く、癒されながら自分も頑張ろうと励まされました。このコロナ禍を乗り越

えてきた 75 回生の皆さんは、我慢しなければならないことを知っています。そして、周りの人たち

もそうであることがわかっているから、静かに周囲を思いやることができていると感じます。 

 「コロナ」で皆さんが高校生活でするはずだったたくさんの経験は奪われてしまったけれども、数

少ない経験は、その分濃い意味深いものになっているのではないかと思うことがあります。人とのソ

ーシャルディスタンスを要求されるこの時だからこそ、かえって大切な人たちとの限られたコミュニ

ケーションをしっかり心に刻めるのかもしれません。 

 先が見えない世の中にあって、将来のために日々勉強したり努力したりすることは大変だと思いま

す。しかし、「コロナ」が私達から奪えないものをしっかり心に置いて、今年も一緒に頑張っていきま

しょう。本年もどうぞよろしくお願いします。 

 

✈3学期の予定✈（一部変更の可能性あり） 

【1月】 

  1/ 8(金)  3学期始業式・表彰伝達 

 1/12(火) 1～3限課題考査(英・国・数)、4～6限通常授業 

 1/16(土)・17(日) 大学共通テスト(3年次) 

 1/23(土) 総合学力テスト(1年次全員受験) 

 1/27(水)～ 3年次自由登校 

 1/28(木) 漢字検定(申込者のみ) 

 1/30(土) 総合学科発表会(通常登校日) 

 

【2月】 

 2/ 1(月) 生徒休業日(1/30(土)の代休) 

 2/12(金) 1～3限授業、午後校内立ち入り禁止 

 2/15(月) (生徒休業日・登校禁止) 

 2/16(火) 推薦入試(生徒休業日・登校禁止) 

 2/17(水) 1～4限授業 

 2/21(日) 推薦入試合格発表 

 2/22(月)・24(水)・25(木)・26(金)・3/2(火) 年度末考査 

 

【3月】 

 3/ 1(月) 卒業式 

 3/ 5(金) 球技大会 

 3/ 9(火) 小論文講演会 

 3/10(水) 大掃除(12:00完全下校) 

3/11(木)～16(火) 生徒休業日(一部登校禁止日あり) 

3/12(金) 一般入試(登校禁止) 

3/18(木) 教科書販売・個人写真撮影 

3/19(金) 一般入試合格発表 

3/23(火) 終業式 

3/24(水)～ 春季休業 
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✈スタディサポートアンケート結果✈ 

2学期を振り返る内容のアンケートを実施しました。 

Q1.2学期はしっかりと学習活動に取り組めましたか？回答数 104/280 

 

1学期よりかは頑張った 54%(57) 

あまり勉強できなかった 25%(27) 

しっかりと勉強できた  11%(12) 

ほとんど勉強していない  7%(8) 

 

 

Q2.2学期の学校生活で、前向きに取り組めたもの。回答数 104/280 

Q3.2学期中、勉強にスタディサプリを活用しましたか？回答数 104/280 

 

あまり活用しなかった 29%(31) 

ほとんど使っていない 25%(26) 

まったく使わなかった 25%(26) 

ときどき活用した   18%(19) 

しっかりと活用できた  1%(2) 

 

Q4.2学期の通知表について回答数 104/280 

 

思っていたよりも良い成績だった 42%(44) 

予想通りの成績だった      42%(44) 

思っていたよりも悪い成績だった 15%(16) 

 

 

 

Q5.【3学期に向けての意気込み】3学期をどのように過ごすのか、なるべく端的に。 

≪1組≫ 

〇がんばります 

〇毎日笑顔で楽しく過ごす 

〇周りに負けないくらいに勉強する〇二学期より頑張る 

〇健康に気を付けて過ごす 

〇家庭での勉強があまり出来ていなかったので、毎日 2時間はするようにしたい。課題だけで

テスト勉強を終わらせるだけでなく、早めに課題を終わらせて、自分の苦手な所を何度も復

習する。分からない所はそのままにせず、その時に友達や先生に聞く。部活動は団体戦など

でいい結果が残せるように、日々自分に厳しく、いいプレーが当たり前にたくさん出来るよ

うにしたいです。 

〇もっと計画などを立てながら効率のいい勉強をしていきたい。 

〇まず一学期は小テスト勉強に力を入れていたのですが、二学期はそれを怠ってしまったので

三学期はもう一度気持ちを引き締めて小テスト勉強に取り組みたいと思います。また次のテ

ストは頑張るとか言いながらそれをまた次回のテストでやろうとしているので、今回は本当

に頑張ろうと思います。 

〇二学期より頑張れたと思えるように勉強と部活を頑張る 

〇テスト前だけではなくて、日頃から学習する習慣をつける 

〇テスト勉強が出来るよう冬休みの宿題を順調に進め、課題考査でいいスタートを切れるよう

にしたい。また、三学期は勉強時間を確保する。 

≪2組≫ 

〇もっと授業に集中し苦手教科を克服したいです。 

〇1年生最後の学期で、三学期の成績は進路にも響いてくるのでしっかり勉強に努めて行きた

いです。 

〇勉強頑張ります 

〇学校に行く 

〇やり残しがないようにする 

〇自分の進路をしっかりと考えながら勉強に取り組む。 

≪3組≫ 

〇1年生の締めくくりとなる学期なので、良い状態で終われるよう

に努力したいと思います。 

〇3学期は英検準 2級を取るため、英語の勉強により取り組んでいきたいと思う。 

〇授業をもう少し真面目に受けて、内容をちゃんと理解して、定期テストに備えられるように

する。 

（2枚目へつづく☞） 



（☞１枚目からつづき） 

〇［学校］・分からないことは友達や先生に聞く、自分で調べることを習慣づける。(弱点克服) 

［部活］・意味のある練習を短い時間で、出来るよう工夫する。・毎日何か目標を立てる。 

［学校&部活］・自分で決めた目標を、最後まで諦めない。(小さな目標から) 

〇進級するまでに自分の中の苦手をなくしたい。 

〇少しでも成績が上がるように定期テスト、小テスト、普段の授業に真剣に取組む。 

〇今より定期考査の点数を上げて、学年順位を 50位以内にする。 

〇まず、三学期は 1年生の総括された成績が付けられるので、1、2学期の成績が良かったか

らと言って気を抜くことが無いように部活動にも勉強にも一生懸命励んでいきます。また、

日々の小テストでも高得点を常に狙い続けていくことで自分の今の課題や実力を見ることが

出来ると思います。そのため、定期テストだけでなく小テストや授業態度、日々の生活、挨

拶等もこれまで以上に意識し取り組んでいきます。次に、部活動では常に試合に出た時の事

を考えながら練習に取り組み、1日 1つは自分の課題を克服していけるような練習が出来る

様に頑張っていきます。最後に、3 組での生活を悔いの残らない様に、良い思い出となる様

に、2 年生へ飛躍できる生活になる様に自分の身近にいるクラスメイト、友達の大切さを噛

み締めながら、残りわずかとなった 3組での生活を有意義な時間にしていきます。 

〇勉強と部活の両立を徹底する。 

〇テストでクラス 10番以内に入りたいので日頃の授業を集中して受けたり、家での家庭学習

の時間を増やしたりする。 

〇不要不急の外出をしない。 

〇1年生で習ったところを完璧にしたい。 

〇小テストでしっかり点数をとって、テストでそれを活かせるようにしたい。家での学習時間

をもっと増やしていきたい。 

〇生活面では、もうすぐ２年生なり後輩ができる。ということを意識して、落ち着いた時間に

余裕のある学校生活を送りたいです。勉強面では２学期よりも計画を具体的に考えて、これ

からの進路を見据えた行動をしたいです。 

≪4組≫ 

〇クラスのみんなと過ごす最後の学期なので、仲良く、いい一年だったなって思えるように過

ごしたいです。 

〇勉強がんばるー！ 

〇現代社会・化学基礎の成績を上げるために頑張る 

〇二学期はあまり勉強できなかったので、三学期で成績を元に

戻したいです。 

〇□□ □□（個人名）超えます。はい。 

〇2 年生に向けて学習時間を増やす、苦手をなくす。学年末テ

ストで 50位以内に入る。 

〇授業と部活のメリハリをつける 

〇2年生に上がる準備をするために、何事にも手を抜かず頑張っていきたいです。 

〇自分の苦手なものを理解して、改善する力をつけていきたいです。 

〇しっかり考査で点を取りたい。授業に集中して取り組む。4組を楽しむ 

〇書道を頑張る 

〇コロナに気をつけて健康に過ごしたいです 

〇頑張ります 

〇英語が苦手なので毎日少しずつ勉強してテストで結果を出す。通知表をあげる。 

〇毎日勉強を 2 時間はして、2 学期の挽回をする。部活は 6 月の大会に向けてしっかり準備

する。 

〇毎日を楽しむ。 

≪5組≫ 

〇赤点取りません 

〇毎日 3時間は勉強する 

〇定期テストは勿論授業中の小テストに力を入れたい 

〇後悔せずに過ごしたいです 

〇毎日の授業に集中する 

〇1、2 学期でできなかったことを 3 学期でできるようにして 2 年生に向けてしっかり準備

したい。 

〇一学期よりもテストの点数や通知表が上がっていたのでこのまま三学期も上げていって進

級したい 

〇2学期よりも良くなるよう頑張ります。 

〇なるべく成績の順位を上げる 

〇文武両道を大切にしてすごせるようにしたいです。 

〇二学期よりも良い成績を取りたいです 

〇３学期は成績をもっととれるように頑張りたい。部活動は春に背番号 1 桁をとれるよう冬

でしっかり体づくりをしていきたい 

〇もっと集中力高めて勉強頑張りたいです。学校生活では、みんなといろいろなことに協力し

て挑戦し、1年生を楽しく締めくくりたいです。 

〇テスト前に頑張るのではなく、日頃からコツコツ努力していきたいです 

〇残りの日数を友達と仲良く過ごす。授業、小テスト、学年末テストを頑張る。 

〇2学期より良い成績を残すために小テストなどを真剣に取り組む 

〇一年を締め括るためにいろんなことに真剣に取り組んでいきたい。 

〇二学期の反省を活かして頑張る 

〇通知表の成績をあまり下げないように頑張ります。 

（裏面へつづく☞） 
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〇小テストとか日頃の授業からもっと頑張りたいですー。 

〇三学期には、何かしらで 9 が 4 つ、10 を 2 つつけたい。また、勉学だけでなく、落語等

の芸能活動に力を注ぎたい。 

〇普段の授業から真面目に受け、課題や小テスト等、できることは必ずやります。 

〇学校行く 

≪6組≫ 

〇成績をもっと上げて、上位目指して頑張ります。 

〇テストでいい結果をだせるように取り組みます 

〇苦手教科を克服する！ 

〇三学期は年度末テストがあるからそれに向けて計画を立てて勉強する 

〇少しずつでも成績を伸ばせるようにコツコツと勉強に励みたいと思う。 

〇勉強を頑張る 

〇１学期テストの点や通知表の評定が良くて２学期は少し手を抜いてしまった。３学期は全力

で取り組む。 

〇一年生の範囲をしっかり復習して、学年末考査では２学期より全体的に点数が上がるように

こつこつ勉強します！ 

〇３学期の通知表では 8.0 を越えられるように１回しかテストのない教科はしっかり予習と

復習をし 2 回テストのある教科でも、平均点以上が取れるように 1 日 1 時間は自主学習を

するようにする。 

〇成績が落ちた教科を中心に頑張る 

〇部活と勉強を両立していく。部活では、来季のために今出来る事を一生懸命に取り組み、仲

間と協力していく。勉強では、しっかりと予習・復習していき、学校やスタサプで学んだ事

を自分の物にしていく。 

〇6組の 40人で過ごす残り少ない時間を大切にする 

〇引き続きコロナ対策をしつつ、部活では沢山活躍出来るように工夫して練習をし、勉強では

成績がもっと上げられるように小テストも大事にし、定期考査で

はもう少し早くからテスト勉強が始められるようにします。色々

なことに積極的に取り組む三学期にしたいです。 

〇２学期よりもっと成績を良くしたいです 

〇勉強がんばる 

〇楽しく過ごす、勉強を程よくする 

〇三学期は一年間の最後の学期なんで自分の精一杯の力を出して

いきます。 

 

 

 

≪7組≫ 

〇楽しく過ごす 

〇今までで 1番充実する 

〇1.2 学期の反省を踏まえ，自分に合ったやり方で勉強を進めていく。 

〇もっと勉強を頑張ろうと思います。 

〇三学期は大きなテストが１回しかないのでそこで今までで 1 番いい成績を取れるようにし

たい！あと少ししかないけど 7組でたくさんの思い出をつくる！ 

〇２学期で出来なかったと思うことを、３学期でしっかりやりとげる。 

〇英語と化学を特に頑張る！理解して勉強する！頭に入れる！ 

〇1、2学期よりも勉強時間を増やす。 

〇部活辞めたので勉強を頑張る 

〇健康で文化的な最低限度の生活を営んでいきたいです。 

〇勉強をがんばる！ 

〇テスト前じゃなくても勉強に取り組み、良い成績をとる。部活動も

練習を怠らない。 

〇一年間の締めくくりの三学期なので全てのことに全力で取り組んで行きたいと思う。7組の

皆で過ごせる時間を大切にしてもっと沢山の思い出を作りたい。 

〇毎日しっかり家で勉強する 

〇成績をあげられるようにする 

〇テストで二学期よりもいい点を取れるように授業の復習をしっかりしていきたい 

〇苦手教科を克服します。特に化学基礎 

〇たのしくすごす 

〇1年生ももう終わるので、2年生に向けてしっかり準備をしていきたい 

 

 

 

 

✈明石南高校ホームページ等✈ 

☆ 明石南高校ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~meinan-hs/ 

☆ はなまる連絡帳（一斉メール送信サービス） 

☆ 明石南高校 ０７８－９２３－３６１７ 

☆ 明石南高校 75回生年次団メール meinan75kaisei@gmail.com 

平日8:00～16:45は学校電話へ、それ以外の時間帯は75回生年次団メールへ連絡してください。 

 

https://www.irasutoya.com/2020/10/blog-post_25.html

