
 

2017年 7月 18日 

こころざし  兵庫県立龍野高等学校 72回生 

 

もうすぐ夏休み♪有意義なものにしよう！ 

～高１の夏、何をすべきなのか～ 
●学年の先生方から● 

 
 

 何事においても、自分を大切にすること。自分を甘やかすのでなく、大切にしなさい。こうありたい自分を大

切に、それに向けて鍛え上げなさい。そしてあなたの周りの人たちに感謝し、その人たちを大切にしなさい。 

（学年主任 山村 竜也） 

人間の大きな特徴は想像力を持つことだと言われます。では、高校３年の自分を思い浮かべてください。一般

的に、進学や就職の選考は、書類・筆記試験・面接により行われます。つまり、問われるのは、「充分な学力を培

う努力をしたか」と「充実した高校生活を送ったか」です。受験期に自らを振り返ったとき、誰しもハッとしま

す。「苦手科目を放っておくんじゃなかった」という後悔。「自分にはアピールポイントがない」という焦り。先

輩たちは３年になってからよく嘆いていましたよ。「先生、もっと早い時期に言っておいてくれれば…！高１に戻

りたい」と。 

さて、君たちには少し時間があります。弱点を補強して学力を上げる。「これに打ち込んだ」と胸を張って言え

る何かに取り組む。長い休みだからこそできることをしましょう。楽なキリギリスになるか、幸せなアリになる

か。Use your imagination.                          （副主任 吉村 夫佐） 

部活も勉強も全力で取り組め。沢山の汗をかけ。全力を出せない人間になるな。失敗を恐れるな。失敗しても

構わない。失敗は二年後の糧となる。この夏にかいた汗は人生の糧になる。    （１組担任 上岡 寛幸） 

1.夏休み最後 8月 31日にどのような気持ちで迎えたいでしょうか？下から選びなさい。 

a)あっ、しまった英語課題 WONDERLANDのﾘｽﾆﾝｸﾞの所、まだ終わっていない！！ 

b)ふっ、課題はなんとか今日終わった、これで一安心。 

c)課題は、お盆までに終わらせたし、8 月後半は課題考査の勉強で Database4500 も今までの範囲 3 周したし、明

日の課題考査は、これまでの頑張りを発揮する時だ！ 

どれだけ頑張っても、後悔しても、8月 31日がやって来ます。どうせするなら選択肢 c)以上の自分を味わって

みてください。やりきった自分でしか見えない景色があります。山中博士のように vision(目標設定)と hard 

work(ｺﾂｺﾂ努力)していきましょう！続きは、夏の補習で。 

（２組担任 岸本 皓之） 

 昨年から前・後期制になり、夏休みに入る前に通知表をもらえなくなりました。代わりに先生から 72回生の 7

月までの通知表を送ります。挨拶４、人柄５、男子の服の着こなし 3.5、女子の服の着こなし５、学年集会の集合

の雰囲気 3.5、全校集会の集合の雰囲気３といったところでしょうか。『夏の頑張りが秋の人間的な成長につなが

る』という有名な言葉があります。冬休み前の先生からの通知表が伸びていることを期待します。 

（３組担任 河野 宏充） 

 夏休みであっても毎日学習する習慣を忘れないことはもちろんです。が、それに加え、私は長期休暇だからこ

そできることを皆さんにはしてほしいと思います。例えば、オープンキャンパスに行く（私は高１の夏休みにオ

ープンキャンパスに行った大学を２年後受験し、４年間その大学で過ごすことになりました。運命の分かれ道！）、

読書（私は近年、夏休みに長編小説（のシリーズもの）を読むことを自分への宿題にしています。皆さんの宿題

に比べれば娯楽性が高いですが・・・）、創作活動、大掃除・・・などなど。 

 頭と身体をしっかり使い、心の動く夏休みを送って下さい！ 

               （４組担任 尾崎 綾香）           

 

入学してから 2回の定期考査を終えました。だんだんと勉強がイヤになっていませんか？わからないことが増

えすぎて手をつけられなくなっている人はそう思っているかもしれませんね。心当たりのある人、このままでい

いですか？このままであと 2年半乗り切れますか？もっと言えばその先の人生力強く生きていけますか？どんな

過ごし方をしても時間は過ぎます。勉強がすべてではない。確かにそうです。でも目の前のことに一生懸命取り

組めない、目の前の課題を解決しようとしない人を社会は必要としてくれるでしょうか。夏休みの過ごし方をよ

く考えてみてください。 

勉強・部活・遊び、高校生らしくどれも全力で！！ ○注バランスが大事     （５組担任 桧原 良輔） 

挑戦！！ 

この 3ヶ月で成長したと思うことや不安なことを振り返って、夏休みをどう過ごせばいいのか考えてみて下さ

い。勉強・部活・家族との時間・・・自由に過ごせる時間が増えたときこそ、目標を持ち、何か今までしなかっ

たことに”挑戦”してみて下さい。何かに挑戦してみるのもいい経験になります。この夏を『自分史上、最高の

夏』にしましょう！                             （６組担任 吉田 成利） 
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１日２４時間人には平等に時間が与えられています。その時間の使い方で人生が異なってきます。是非、自分

のためにも有効にこの夏休みの時間を使ってもらいたい。文理分けや大学で学ぶ学部・学科がまだ決められてい

ない人は、いろんな情報を参考に自分の頭でしっかり考え見通しを立ててもらいたい。高校での学習に順調なス

タートを切れなかった人、今なら大丈夫、十分取り戻せます。学校から皆に共通の課題が出ていますが、「自分だ

けの課題」にもしっかり取り組んでください。                 

（７組担任 中井 路夫） 

 ２回の定期考査で数学の採点をしながら感じたことを書きます。自分のものになっていない状態でテストに突

入しているような気がしています。数学Ａでは、「同時に取り出す」か「順番に取り出す」か、「足し算」か「か

け算」か、どのような場合に何を使うかを整理せず、あやふやな状態のままにしています。何度も言われている

ように、高校の勉強は１回や２回解いたぐらいでは身に付きません。何回も解く中で、「なんだ、そういうことだ

ったのか」と徐々にわかってくるものです。その段階に達する以前に勉強をやめてしまっている、見切ってしま

っているように思います。今述べたことを実践するには時間がかかります。しかし、努力を怠ってはいけません。

皆が勉強していないとは思いません。ただ、もっとできるはずです。自分で限界を決めず、また妥協せず、“本当

にできる”まで努力し続けてほしいと思います。 

（８組担任 原田 昌昭） 

 夏休みこそ成績を伸ばすためいろいろと自分なりに実践しようと考えている人もいると思います。でも、自分

の頭の中で考えているだけで実行しないで満足してたり、思っているだけでやったつもりになっていることって

結構あると思います。考えていることを実践することで結果がだせるようになります。考えているだけで実践し

ないことには、物事はマスターできません。よく考えてみれば当たり前のことですが、物事をマスターするには

律儀に実践するしかありません。裏技はありません。 

（副担任 前田 清和） 

 

 

●マイケル・アナン先生から～Thanks for the memories～● 

Hello everyone! It is sad but the time has come 

to say goodbye… I will miss you all so much! It 

has been a great time teaching you and I really 

enjoyed watching your presentations about famous 

people and beavers. There are still many days 

ahead for you in high school, so please give it 

your best! Use this time not only to learn about 

your subjects, but also to learn about yourself. 

Think about the good and bad, make happy memories 

and be positive! Great things are sure to come your 

way! 

（Michael Chen） 

 

 Hi! Thank you for a wonderful few months 

together.  While it hasn’t been a long time, I 

have enjoyed each and every lesson we’ve had 

this year.  You have all worked very hard in all 

of our classes and on all of our projects.  

Helping you on group work in class and listening 

to your presentations was very fun for me, thank 

you.  I hope you enjoyed our classes and you 

continue to work hard.  Good luck on your 

studies and the rest of your high school career, 

it’ll be over before you know it! 

（Annin Ramsing） 

 

 

  各先生方からのメッセージをよく読み、楽しいだけではなく、もちろん苦しいだけでもなく、良

い夏休みを過ごしましょう！ 

 

今後の行事予定 

      

 ７月２０日（木）～２６日（水） 保護者会 

        ２１日（金）～２８日（金） 前期補習 

        ２８日（金） 大掃除 

        ３０日（日）～８月１日（火） ＳＳＨ関東研修 

        ３１日（月） ＳＳＨ関西研修 

      ８月１８日（金）、２１日（月）、２４日（木）～２９（火） 後期補習 

                                 （希望者・指名者） 

      ９月 １日（金） 着任式・全校集会・大掃除・課題考査 

         ４日（月） 課題考査・授業開始 

        １２日（火） 文理選択説明会 

（６限保護者、７限生徒） 

        １３日（水） 体育大会前健康診断 

        ２０日（水） 体育大会予行 

        ２６日（火） ７限体育大会準備 

        ２７日（水） 体育大会 

 


