
 
 

How to Find Your Lifework 
Jin Iba, Teacher of Class 1 

What will you do in the future?  Today, there are a huge number of occupations in the world, 

some of which you still don’t know.  How do you find your lifework from numerous occupations? 

These days, I read an article on Facebook which impressed me.  This time I’m going to 

introduce it to you. 

When you decide on your lifework, you may think carefully from various point of view, such as 

“earnings”, “your favorite things”, “the number of holidays” and so on.  Which point do you 

emphasize? 

Look at the picture below.  As you can see, there are three points of view, “what you want to 

do”, “what you can do” and “earnings”.  The article said that the combination of these three points 

is important.  Let me explain this. 

 

First, if you decide on your job through the points, “what you want to do” and “what you can 

do”, it is not a job but a hobby.  You will not be able to earn enough money to live.  It is important 

whether a job you choose pay well. 

Second, if you think from “what you want to do” and “earnings”, it is “dream”.  What lacks is 

“whether you can do”.  Even if you have the thing you want to do and you can earn from it, but it 

isn’t what you can do, this job is just a dream.  (Here, I use “dream” as what never comes true.)  

It is also important to think whether you can do it or not. 

Third, the combination between “what you can do” and “earnings” is “labor”.  Here, “labor” 

means what you can earn, but what you don’t want to do.  If the job you choose is not what you 

don’t want to do, you feel distress.  How can you put up with this kind of works?  Needless to say, 

a lifework needs “what you want to do”. 

As a result, you must need three points of view, “what you want to do” “what you can do” 

“earnings”.  What I want to tell you is that I hope you increase the number of “what you can do”, 

and find “what you want to do” in your high school days.  In order to increase “what you can do”, 

you have to study harder and keep on challenging!  In order to find “what you want to do”, 

experience various things for yourself.  If you have a lot of “what you want to do” and “what you 

can do”, you have a lot of your choices as well.  I think it is good to enter a university to find these 

things.  Of course, to enter university requires your hard effort!  The time for you to decide your 

path is coming.  I hope you do your best this semester.  Never say never! 

 

宮古島修学旅行が中止になりました 

 ８／２８（金）に文書にてお知らせしましたが、校内で慎重に検討した結果宮古島での修学旅行は中止

となりました。私たち教員も昨年１０月の現地下見、旅行会社との度重なる打ち合わせ、皆さんの体験メ

ニューの希望調査等、予定通りの実施に向けて準備をしてきました。大変残念ではありますが、沖縄県の

状況、体験メニューの減少、離島医療体制等を考えると中止は致し方ないと思います。今後は１月中旬で

の代替実施を目指して準備を進めます。ただし、代替案に関しても直前の現地での新型コロナウイルス感

染状況を見て、十分な感染防止策が取れないと判断された場合は実施不可能となることもあります。 

 

引き続き学校生活での感染防止に努めて下さい 

 兵庫県は８／２６（水）に警戒レベルを「感染拡大期１」から「感染増加期」に引き下げましたが、感

染防止策については緩めることなく「拡大期１」と同様の対応をすることになっています。学校では引き

続き『３密防止』とともに以下の点に気をつけて生活して下さい。 

① 毎朝の健康チェック（検温） ➡ 発熱、風邪症状のある時は無理して登校しない 

② マスクの着用を徹底する ➡ 暑いけれども鼻・口をきちんと覆うこと 

③ こまめに手指消毒をする 

④ 清掃時の除菌作業を徹底する 

★PCR検査を受けることになった場合は速やかに学校へ連絡して下さい。 
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部活動大会成績 入賞おめでとうございます。今後のさらなる活躍を期待しています！ 

◆兵庫県高等学校ウエイトリフティング競技大会代替大会（８／２２・２３） 

・女子階級別３位 山本 来望さん（１組） 記録82 ｷﾛ (36,46) 

・女子階級別３位 作野 潮織さん（１組） 記録98 ｷﾛ (45,53)  

◆コンピュータ部・兵庫県高等学校ワープロ競技大会（８／２３） 

・団体５位 緒賀 帆風さん（２組） 

夏季補習 

今年は短い夏休みでしたが、８／１７（月）～２１（金）の日程で国語、化学、英語、英検対策、の講

座が開講されました。暑い中よく頑張りました。２学期に成果が出ることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語科より 

◆英検1 Day S-CBT受験申し込み案内 

英検1 Day S-CBT１０月後半実施分の申し込み締め切りは９／８（火）となっています。申し込みはイ

ンターネットによる個人申し込みのみとなります。３年次１学期までに２級または準２級に合格できるよ

うに受験計画を立てて下さい。受験機会確保のためS-CBTの受験も是非検討して下さい。 

多くの皆さんの挑戦を期待しています。なお S-CBT の試験は１日で終了しますのでスピーキングテスト

も行われます。練習を希望する人は２年次英語授業担当者まで随時申し出て下さい。応援します！S-CBT

について詳しくはこちらから ➡ https://www.eiken.or.jp/s-cbt/ 

◆英検受験者へ 

 今年度は個人申し込みにしていますので資格取得状況を学校で把握できません。S-CBTも含め合格した

人は合格証明書のコピーを藤田まで提出して下さい。合格を確認のうえ指導要録（＝学業成績・特別活動

等高校生活の公式記録）に記載します。 

手帳紹介します ２学期もしっかり手帳を活用しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前任校の卒業生からメールをいただきました！ 

 『啐啄』No.53、54で部活動の練習ノートと長期目標設定用紙を紹介しましたが、明南ホームページを

見てくれた前任校の卒業生Nさんからメールをいただきました。彼女は現在某大学の事務職員として頑張

っています。Nさんからのメールを紹介させていただきます。 

➡➡『啐啄』を拝見しました。部活動の練習ノートや長期目標設定用紙、懐かしかったです。改めて、

結果を残す生徒は自分自身で考え試行錯誤をしながら部活動に励んでいるなと感じました。その中で、高

校生・大学生は部活動や勉強などで目標を立てやすいため、学生時代に『目標を決める ➡ 努力する』こ

とを経験することが大切だと思いました。私も高校時代は『目標を立てる ➡ 日々ノートに反省を書く』

を繰り返すことで、成長できたと感じています。私の人生の中で努力による成功体験１位は、いまだに高

校時代の部活動です（笑）。高校卒業後に藤田先生からいただいた長期目標設定用紙を使って再度仕事・

人生の目標を立て直してみました。学生時代よりも完成に時間がかかり、業種によるかもしれませんが、

社会人になってからの目標設定は難しいなと感じました。私ももう２５歳になりましたが、これからもコ

ツコツ努力していきたいなと思います！ 

https://www.eiken.or.jp/s-cbt/

