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学年主任より 「良い年を迎えるために」
１１月・１２月のイベント報告 ＰＴＡ懇談会・生徒会役員選挙（立会演説会）
学校のホームページを見てみよう！！
学年団の先生に聞いてみました

１） 良い年を迎えるために
２０１２年も残すところあとわずかと
なりました。皆さんにとって今年はど
んな１年だったでしょうか。震災から
１年が経過し、高校生活という新し
いステージに進み、それぞれに様々
な「思い」があったことと思います。
良いことがあった人も、あまり良いこ
とがなかった人も、心新たに２０１３
年を迎え、２学年に進むための準備
を整えてほしいと思います。
学年通信では、目標を持って日常
を過ごすことの大切さを伝えてきた
つもりですが、いかがでしょう。しっ
かりと目標を持って充実した生活を
送ることができていますか。今月１６
日には衆議院総選挙が開かれ、日
本にとって大きな政治情勢の変化
が訪れました。常日頃、新聞や
ニュースに関心を持ち、日々変化し
ていく世の中の事柄に敏感になって
おくことはとても重要です。「何事に
も関心を持つ」習慣を身につけるこ
とによって絶え間なく「知的好奇心を
刺激する」ことができます。そこから
沸き立つ疑問や欲求の先に自分の
目標を見出すヒントが隠されている
ものです。高校生にとって政治や経
済は「自分にはあまり関係のないこ
とだ」と捉えがちですが、実は非常
に身近なことなのです。もちろん政
治経済だけではなく、私たちの日常
を取りまく歴史、文化、芸術、建造
物、食事などあらゆるものに意識的
に関心を持つことで、自分の中に何
か変化が生じるのはずです。そう
いった意味で冬休みは、クリスマス
のプレゼントやケーキ、大晦日には

１２月・１月の予定
年越しそばに紅白歌合戦や時代
劇、お正月にはおせち料理にお年
玉、初詣、凧揚げ、など和洋混在の
日本ならではの独特で面白い文化
や歴史を感じられる時季でもありま
すね。冬休みはそれほど長い期間
ではありませんが、年越しという節
目の中で、自分の住む国や地域社
会を肌で感じながら、自己を見つめ
直す良い期間だと思います。また普
段目を向けることができないものへ
の関心を寄せる絶好の機会でもあり
ます。時間があるからといって決し
て無駄にすることなく、自分自身に
たくさんの良い刺激を与えることが
できるよう、計画を立てて１日１日を
過ごしてみましょう。
また、１日の中に必ず学習時間を
入れることもお忘れなく。１０分でも１
時間でも、自分ができるところから学
習に取り組んでいきましょう。隙間時
間を利用して、少しでも教科書や
ワークに目を通したり、２学期に行っ
た模擬試験や定期考査の見直しな
ども行っておくべきでしょう。勉強は
やればやるほど面白くなるもので
す。そして時間を利用して、関心の
ある本を手に取り読書を楽しむのも
良いでしょう。この冬休み期間に、読
みやすいものでも良いですから、で
きれば２～３冊の本を読むことをお
勧めします。
風邪などの感染症が蔓延する時
期でもありますので健康管理に十分
注意して、１月８日の始業式にはま
た元気な姿を見せてください。
学年主任 筑波 大

【１２月】
２１日（金）
２２日（土）
２３日（日）
２４日（月）
２５日（火）
２６日（水）
２７日（木）
２８日（金）
２９日（土）
３０日（日）
３１日（月）

終業式
週休日
天皇誕生日
振替休日
冬期課外 全コース
冬期課外 全コース
冬期課外 全コース
冬期課外 ※ＳＴ／Ｓのみ
校舎施錠
校舎施錠
校舎施錠 大晦日

【１月】
１日（火）
２日（水）
３日（木）
４日（金）
５日（土）
７日（月）
８日（火）
９日（水）
１０日（木）
１２日（土）
１４日（月）
１６日（水）
１７日（木）
１８日（金）
１９日（土）
２１日（月）
２３日（水）
２６日（土）
２８日（月）

校舎施錠 元旦
校舎施錠
校舎施錠
冬期課外 ※ＳＴ／Ｓのみ
週休日
冬期課外 ※ＳＴ／Ｓのみ
始業式 頭髪チェック
推薦入試（自宅学習）
午前中授業
週休日
成人の日
Ｂ日課 大掃除
入試準備（午後）
一般入試（自宅学習）
授業日
午前中授業
小論答練
週休日
進路マップ ※Ａ／Ｂのみ
模試 ※ＳＴ／Ｓのみ

２） １１月・１２月のイベント報告
～ ＰＴＡ懇談会・生徒会役員選挙（立会演説会）～
【ＰＴＡ懇談会】
１２月１日（土）の午後、市内ホテル「天地閣」に
てＰＴＡ懇談会が開かれました。１学年は、出席
者の自己紹介の後、学年主任からの挨拶、生徒
指導部長の話があり、その後、各クラスに分か
れ、担任教諭を中心に懇談が行われました。日
頃の学校生活の様子から世間話まで、真剣に会
話されている様子が伺えました。
ＰＴＡ役員の皆様、ご準備等、大変お世話にな
りました。この場をお借りして御礼申し上げます。
今後もご協力宜しくお願い申し上げます。

【生徒会役員選挙・立会演説会】

会計に当選した１年５組の菅 真樹さん

１２月１０日（月）６・７ｈに平成２５年度生徒会役員の選挙ならび
に立会演説会が開かれました。いよいよ生徒会役員にも１７期生
が加わることになり、今回は１年５組の菅 真樹（すが まき）さん
が会計に立候補し、見事当選いたしました。委員会活動はもちろ
ん、部活動や同好会活動、さらに生徒会主催の学校行事など生
徒会役員はあらゆる特別活動の中心となる機関です。今後も多く
の生徒が興味を持ち、協力することはもちろん、機会があれば積
極的に活動に参加してほしいと思います。また、１組の芦名寛忠
君、高橋咲由梨さん、２組の相良泰喜君、３名が１年生の代表とし
て選挙管理委員を務めました。お疲れさまでした。

平成２５年度明秀学園日立高等学校生徒会役員
会 長
砂川 瑛利樹 （２－３）
副会長
角田 恵梨華 （２－３）・村山 梓人 （２－３）
書 記
桜場 みどり （２－４）・矢部 沙織 （２－５）
会 計
緑川 彩乃 （２－２）・菅 真樹 （１－５）

２） 学校のホームページを見てみよう！！
皆さんは本校のホームページをご覧になったことがありますか？
中学生の時に「どんな学校だろう？」と調べたことがあるかも知れませんが、
入学後はなかなか自分の学校のホームページは見ない人も多いかもしれま
せんね。本校のホームページには校内外の様々な情報が掲載されています。
各部署から出されているブログや運動部のホームページなど、意外と自分の
学校の事でも知らないことがたくさん見つかると思います。この学年通信もＰＤ
Ｆファイルでアップされ、カラーできれいに見ることができますよ。また、ツイッ
ター公式アカウントではブログの更新情報などをいち早くＧＥＴすることができ
ますよ。
学校ホームページアドレス
中原昭校長のブログ
入試情報ブログ
特進ＳＴ・Ｓコースのブログ
文化部のブログ

http://www.meishu.ac.jp/
http://www.meishu.ac.jp/nakahara/
http://meishusb.sblo.jp/
http://meishusts.sblo.jp/
http://meishuart.sblo.jp/

４） 学年団の先生に聞いてみました
２０１２年を振り返って、また２０１３年に向けて
学年団の先生方に４つの質問に答えていただきました

①今年一番の思い出・ビッグニュース
②自分自身の来年の抱負
③皆さんにどんな気持ちで２０１３年を迎えてほしいか
④冬休みに皆さんにお勧めしたいこと

筑波 大 （学年主任）
①女子バスケ部通算３０回目のインターハイ出場を果たしたこと。５歳の息子がＷｉｉリモコンでプラズマＴＶを撃破。
②県内の大会をすべて優勝し、全国大会でベスト８に入る。そして痩せる。
③どんなことでもいいから夢と希望を抱いて新年を迎えてください。何か新しいチャレンジを始めるきっかけにしてほしい。
④読書＞気になる本を手に取ってとにかく読んでみよう。学習＞必ず毎日、少しでもいいから学習時間を確保しよう。

山本 宗明 （副主任）

猪狩 昌行 （２組担任）

①民主党大敗。
②民主主義の夜明けの年にする。
③自身の垣根を越える。
④２学期学習内容の総復習。

①ヤクルトスワローズを応援しに，名古屋ドームまで行ったこと。
②結婚！
③生かされていることに感謝する。
④一日一日を大切に過ごすこと。（勉強にも部活にも遊びにも）

滑川 孝則 （１組担任）
①人生初の入院。入院中、多くの方々から励ましの言葉やお見舞いを頂戴いたしました。この場をお借りして御礼申し上げま
す。ありがとうございました。
②健康管理に一層努めたい。
③一日一日を大切に、今出来ることを精一杯に取り組んでほしい。
④昨年の今頃は受験を控え、落ち着かない年末年始であったと思います。今年は、昨年とは違った新たな年の迎え方が出来る
と思いますので、学習はもちろん、読書・スポーツ・家族との団欒など一日一日を大切に、そして穏やかに過ごしてみてはどうで
しょう。

関口 久代 （３組担任）
①言えません。
②言えません。
③２０１２年同様、横着をせず主体的に学んでいきましょう。
④本を読みましょう。

寺内 卓也 （４組担任）
①１年４組の生徒に出会えたこと
②無事全員が２年生を迎え、進路希望を具体的に考えられるようになること。
③社会に出るまであと２年。誰かに指導を受けて判断するのではなく、自分で正しい判断ができるようになろう。
④１月１日から３日まで、保護者の方に家事をさせてはいけません。自分のことは自分でやるのはもちろん、家事を一人でできる
ようになろう。将来の自分自身のために。

菅田 真文 （５組担任）
①ＴＤＲへ４度行けたこと。ただ楽しむだけではなく、キャストさんを観察することで、人に幸せを与えるためには何が必要か考える
ことができた。
②ＴＤＲで演奏する。吹奏楽部東日本金賞。信頼される教師になる。
③感謝の気持ちを持ちながら生活をしよう。
④冬のディズニーは１年の中で一番幻想的です。でひ行ってみてください。（混雑時は事前にチケット購入をお勧めします）

水本 光樹 （６組担任）
①学級担任になったこと。
②卒業式で泣かない。
③今ある生活は来年にはありません。来年になれば、また別の生活が始まります。毎日の生活を意識的にとらえたい。と私は自
分に言い聞かせています。
④自分の周りにいる人を各場でじっくり見てみる。 ＜その人(人たち)が自分といるとき、どんな表情をしていて、どんな言葉を
発し、あなたとの関係にどんな意味・価値を見出しているか、を考えてみる。＞

武井 克朗 （７組担任）
①３時間くらいで終わるものに、４時間かけたこと。３時間くらいかけなきゃいけないのに、４０分で終わらせたこと。
②今年は負けっぱなしだったので、来年は勝ちたい。
③高校生活の３分の１が終わったことを、よく考えて、次の１年をどう過ごそうか考えながら、迎えて欲しいです。
④家の中にばっかりいないで、外で遊びなさい。遊んでばかりいないで、勉強しなさい。

宮崎 勝美 （８組担任）
①特にありません。
②少し休みたい 。
③自分の夢に自分の意思で歩いて行ってほしい。
④年の終わり、年の初めの行事をしっかり感じてほしい。

小澤 光志 （９組担任）
①血圧の薬を飲んでも血圧が下がらない・・・
②情報の授業を教えているクラス全員の検定試験合格。
③進路に向けて、活動できるように目標を明確にする。
④とにかく、家族と過ごす時間を多く取ってください。

松木 久恒 （１・２組副担任）
①自転車で箱根を登った。１か月でフラれたっ。
②２日間で６００キロ自転車をこぐ大会に出る。もう少し筋肉質な体形になる。
③新たな気持ちでリスタートできる、そんな２０１３年を迎えてください。
④せっかくのまとまったお休みだから、通常では時間がかかってできないことに取り組んでみてください。

五月女 修 （３・４組副担任）
①サッカー部初の全国大会出場！！
②５ｋｇ減量
③少年よ、大志を抱け！！自分の奥底に眠る“できる自分”に早く気づいてほしい。
④おうちの方への日頃の感謝を込めて、大掃除のお手伝い。お笑いや歌番組もいいけど、年末年始は「歴史」に関するテレビ番
組がたくさんあります。もともと歴史の好きな人・得意な人は新発見やより理解を深めるために、歴史の嫌いな人・苦手な人はそ
の興味を持つ導入として、１つでもいいですからぜひ見てください。ひょっとしたら何気ないテレビ番組があなたの人生を変えるか
もしれません・・・。

仁平 礼子 （５・６組副担任）
①夢と魔法の王国で新しいアトラクションに乗った！
②健康第一。
③時間を大切に。
④部屋の掃除。

塙 定之 （７・８・９組副担任）
①長女の臨床検査技師国家試験合格、及び病院への就職。
②より働き、より遊ぶ！！
③時間は巻き戻せません。一日一日を精一杯生きて後悔のない日々を。。。
④空いた時間を使って、本を読もう。

本井 睦也 （７・８・９副担任）
①リーダー部(応援委員会)の毎日の応援練習と野球応援。
②体重を５ｋｇ落とす！！
③悔いのないように、一日一日を大切に過ごしてください。
④寒さに負けずに、心身を鍛える！！

