2017 年 9 月 1 日

こころざし

兵庫県立龍野高等学校 72 回生

楽しかった夏休みは終わり、秋到来。
気持ちを切り替えて再スタート！

まだまだ夏の暑さが残る日々ですが、日照時間は日ごとに短くなっていきます。放課後、図書室や１００番棟
の教室を見上げてください。夏休み前とは違う顔つきの３年生の先輩の姿がそこにはあります。部活や行事で見
せていた先輩の姿とは違う、今まさに人生の岐路に立とうとする青年の姿。戦いに向かわんとする青年の姿から

●学年の先生方から●

君たちは何を思うか。
例年以上に暑かった夏休みが終わり、日常が戻ってきました。最初はペースを取り戻すのに苦労する人がいる
かもしれませんが、地に足をつけて過ごしてほしいと思います。

（１組担任 上岡 寛幸）

夏休みが終われば、もう２年生になるための準備がすぐ、そこまで迫ってきています。今回は目標の叶え方に
ついてお話します。文理選択の際に参考にしてください。

さて、７月に受けた進研模試の結果が出ました。それぞれ、ベネッセのデジタルサービスで確認したと思いま
す。試験は結果も大事ですが、大学入試を最終目標と考えた場合、そこまでに行われる定期考査や外部模試の見
直し・解き直しは必須です。受けた直後に見直したという人も、もういちど解き直しをしなさい。デジタルサー
ビスでは、採点された答案を見ることができます。自分の弱点を指摘してくれています。ところが、それを利用
している人が想像以上に少ないのです。今からでも遅くありません。
「わかったつもり」になるのではなく、しっ
かりと自分のものにするために、採点された答案を検討しなさい。そして疑問点は、必ず教科の先生に質問しな
さい。手間のかかることですが、それが実力をつける一番の近道です。

目標の叶え方には 2 通りあると言われています。
1 つ目は山登り型です。最終ゴールが決まっていて、それに至る過程は、はっきりとわかっている場合とそうで
ない場合があります。目標のまでのｽﾃｯﾌﾟがわからなくても安心してください。72 回生学年団がついています。目
標にいたるまでの階段を共に歩んでいきましょう。
2 つ目は波乗り型です。最終ゴールは全くわかっておらず、目の前の興味・関心に沿って、行動するということ
です。気づいたら、自分の行きたい最終ゴールにたどり着いていたという場合です。あなたはどちらですか？文
理選択に迷っている人は、波乗り型の人が多いと思います。そんな時は、今の自分の興味・関心または、自分の

また、秋には文理の選択をします。もう決めている人もいるでしょうが、９月１２日（火）に駿台予備学校か
ら講師を招いて、説明会を実施します。また、適性を考えるためのＨＲも計画しています。悩むことが多くなる
と思いますが、いろんな意見を聞いて、最後は「自分で決める」のです。
「選ぶ」ということは、同時に、別の選
択肢を「捨てる」ということなのです。そこで「捨てた」ことを後悔しないようにしなければなりません。その

好きな科目をさらに深めるといいかもしれません。
ちなみに、岸本先生は、高校時代は、英語は得意でしたが、将来まさか、英語を教えるとは１%も思っていなか
ったそうです。目の前の出来事や自分の興味を追い求めて、今があります。ということは、岸本先生は○○○型
ですね！とまた声をかけてください。

（２組担任 岸本 皓之）

ために、できるだけの準備をしましょう。
「数学ができないから文系」
「国語が苦手だから理系」などという消極
的な選択は、必ず後悔します。自分の選択に言い訳をします。そうならないためには、選んだ道で、この道を選
んでよかったと思えるまで努力するしかありません。そのために今の時間を大切に、全力で取り組みなさい。
（学年主任 山村 竜也）

充実した夏休みを過ごせましたか。中学時代とは違った夏休みであったことでしょう。
先生の家では、娘の自由研究の昆虫標本のために、ひたすら蝉の死骸を探し回る夏休みでした。さて、9 月に入
ると体育大会、弁論大会、文理選択など自分を成長させる行事や選択がやってきます。なんとなく過ごしても時
間は過ぎていきますが、どうせなら自分を成長させられるような今までの殻を破る時間の使い方をしてもらいた

勉学の秋を迎えます。ところで、学習とは、記憶を通して情報を整理・活用することです。が、人は忘却する

いと思います。殻を破ると見える世界が変わってきますよ。

（３組担任 河野 宏充）

生き物ですから、時に忚じて適切な復習が欠かせません。そして、復習にはもちろん準備段階(予習と授業での学
私がここ数年自分に課している夏休みの宿題・・・
「長編小説（しかもシリーズもの）を読む」
、今年も達成す

習)が必要です。英語では次のサイクルを心がけましょう。
①予習で問題点を明らかにする→ ②授業のポイントがわかる→ ③効率的にノートをとる→
④授業当日・１週間後・試験前に的を射た復習をする→ ⑤良い成績を取ってやる気が出る→

れな被害者たち、しかし犯人が無知で愚かだと思っている被害者側の人間の方が実は思慮深く逞しいことが徐々
に示されていく展開、現代社会に潜んだ闇、一体なぜ「模倣犯」というタイトルなのか…読みだしたらやめられ

⑥さらに予習する→ ②へ繰り返し
これまでの自分の勉強方法は、間違っていませんでしたか？部活動でもわかるように、間違ったやり方をいく
ら続けていても上達しません。変えようと思う人は、今がチャンスです。Whether you believe you can do a thing
or not, you are right. できると思えばできるし、できないと思えばできない。どちらも正しい。
さて、どちらの真実を選びますか？ It’s all up to you. あなた次第ですよ。

ることができました。今年挑戦したのは宮部みゆきの『模倣犯』
（新潮社文庫全５巻）です。犯人に翻弄される哀

（副主任 吉村 夫佐）

ない傑作でした。さて、皆さんは自分だけの宿題にチャレンジすることができたでしょうか？
秋はさまざまなものに打ち込める最適な季節です。読書の秋（
『模倣犯』に挑戦する人、募集中です）
、スポー
ツの秋（体育大会もあります）
、芸術の秋（芸術鑑賞会もあります）
、食欲の秋（！？）
、勉学の秋…。秋は実りの
季節です。皆さん、それぞれ自分の秋を見つけ、実り多き季節にしましょう。

（４組担任 尾崎 綾香）

夏休みをどのような気持ちで迎えましたか？面談をしていると全員が「夏休み頑張る」と言っていました。そ

●ジョン＆アナ先生から～Ｗｅｌｃｏｍｅ to Tatsuno High School～●

の言葉に嘘はないと思います。気持ちの分だけ取り組めたかどうかです。やれた人は必ず力になっています。や

Hi, everyone at Tatsuno SHS! My name is John,and I will be a new

り切れていない人、目の前のやるべきことを後回しにして状況が好転することはありません。自分で選んだ人生

ALT working with you to help you learn English. I know you have

を切り開くためにたくさんの力をつけてください。これから進路を大きく分ける文理選択の大事な時期です。夏

already finished with half of the school year, but I can’t wait

休みしっかりと考えることができましたか？いい加減な気持ちで決めると後悔しますよ。

to start our classes together. It will be great to meet you in

（５組担任 桧原 良輔）

person! Please feel free to introduce yourself to me whenever you
would like. I’ll do my best to wave and say hello if I see you,

高校生活はじめての夏休み。皆さんはどのように過ごしましたか？部活、勉強、旅行にと充実した日々を過ご

as well. I know it is hard to come back to school after summer

せましたか？楽しいエピソードを聞かせて下さい。

vacation, but I hope that we can have fun learning and make lots

さて夏休みも終わり、9 月からは多くの行事があります。文理選択、体育大会、弁論大会、球技大会…夏休み同

of wonderful memories！

様、高校生活もすぐ過ぎていきます。１つ１つの学校行事を楽しんで取り組みましょう！まだまだ暑い日が続き
ます。当然、疲れも出てきます。上手くメリハリをつけて、息抜きする手段を身につけて下さい！
（６組担任 吉田 成利）

Hi everyone! I am one of the new ALTs this year. My name is
Ana Cadena and I was born and raised in El Paso, Texas (howdy).

高校での最初の夏休みは充実したものになりましたか。猛暑の中でしたが、その中でも目標をしっかり持ち、

My hobbies include traveling, horseback riding, and learning

計画をしっかり立てて実行していった人はいい夏休みになったのではないでしょうか。夏休みが明けると本格的

new languages. I am currently learning Japanese, so I know how

に文理分けの話を具体的に進めていく事になりますが、自分の進路を実現するための前提となる学力をもっと、

difficult it is to learn a foreign language. If you see me around

もっと伸ばさなければ目標はあってもその実現は難しくなってしまいます。先延ばしは許されません。今まで以

school, please feel free to speak with me. I am looking forward

上に学校での授業に集中し、家庭での予習復習をしっかり行う。これしかありません。頑張りましょう。

to meeting all of you!

（７組担任 中井 路夫）

(John David Magnus-Sharpe)

（Ana Cadena）

長い夏休みが終わりました。と言っても、部活動や研修等で忙しく、あっという間の夏休みだったかもしれま
せん。９月からは重要な時期を迎えます。今、３年生が受験に向けて必死で勉強していますが、志望校は様々、
成績も様々です。成績はどこで差がつき始めたか？たどっていけば１年生の２学期（本校では前期の後半）まで

各先生方からのメッセージをよく読み、秋に向けてより良い過ごし方をしていきましょう。

さかのぼることになるでしょう。この時期に、勉強のリズムを確立していった人と、部活動等を言い訳に勉強か
ら手を抜いていった人に分かれていきます。こじつければ理由付け（言い訳）はいくらでも作れます。そうでは
なく、妥協を許さず勉強する人になってほしい。辛くてもそれを習慣化してしまえば、楽なものです。入学当初
の「やるぞ！」という気持ちを思い出して、充実した生活を送りましょう。

今後の行事予定

（８組担任 原田 昌昭）

長い夏休みでしたが、あっという間に終わったのではないかと思います。部活動等で忙しく疲れてゆっくりで
きなかった人もいると思います。９月１２日には、文理選択の説明会もあります。自分の適性について今の段階

９月 １日（金） 全校集会・大掃除・課題考査
４日（月） 課題考査（続き）
・通常授業開始

でわからないし将来何をやりたいかを決められないのが現状だと思います。また、仮に夢があっても変化するも

１２日（火） 文理選択説明会

のだと思います。

２０日（水） 体育大会予行

だから焦って「目標を持つことが目標」にならないようにして、やりたいことが見つかったときに自分の進路
を自由に選択できる学力を身に着けることが大切だと思います。今できることを一生懸命してください。
（副担任 前田 清和）

２７日（水） 体育大会
１０月 ２日（月） 後期始業式
５日（木） 校内弁論大会予選
７日（土） 土曜サポート講座
１０日（火） 校内弁論大会
１７日（火）～２０日（金） １０月考査

