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スの発展につながったと思 かったような気がします。
います。
この反省を生かし、 自分達にとって高校時代で

っとより具体的な目標を設
定していれば、更なるクラ

ことができた。しかし、も

一番大きな行事である修学
旅行も、何事もなく無事に

ちにとって「うるさい」と
注意されたりすることが多

なことが仇となり、先生た

祭などの行事から学んだ仲
間意識を良い方向にと ら

くて先生に注意される事が
ありました。今後も、体育

はじまりなど取り組みが遅
く、学習最中でも私語が多

間意識が強くなったと思い
ました。一方で、朝学習の

祭を通して、クラス内の仲

に ほひ おこ せよ 梅の 花

高校生最後の一年は、より
具体的な目標を設定し、５

成功したと思います。それ
を通して、クラスの絆がよ

え、気づいた人が気づかな
い人に注意するなど、クラ
ス全体が互いに向上できる
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いる人も少なくないはずで
す。その疑問にお答えしま

何が違うの？」「学校が変
わっちゃうの？」と思って

これまでも、本校は
（
・
Ｓ・Ａ・Ｂ）４つのコース
に分かれて一つの学年が構
成されていました。「今と

を見直し、次年度から「コ
ース制」へと移行します。

もうご存知かと思います
が、本校は今までの学年制

きな変化（違和感）は感じ
ることなく、今後もこれま
で通りの学校生活を安心し

した。
諸君にとっては、特に大

をより容易く実現できる教
育体制をつくれると考えま

科主導の下、学習指導の強
化を図ることになったので
す。そうすることにより、
コース別の教育目的や目標

これまでの学年主任の役割
をコース主任に移行し、教

十分に対応できない恐れが
生じてきました。そこで、

良いところも発見できたと
思っています。
二つ目は、イベント（学
校行事等）に対し、積極的

いところが、いつもより見
えてくるものだなと感じま
した。同様に、それ以上の

た。いざ、委員長になって
みると、自分のクラスの悪

は、私が委員長でなかった
時は気づかないことで し

見しました。
まず一つ目は、あいさつ
の声がクラス全体を通して
小さかったことです。これ

私がこのクラスの委員長
になって、２つのことを発

細越 望海

一年を振り返って
もらいました。

した。最後に、委
員長の目線で今年

例会議も、全コー
スで集まるのは今
回が最後となりま

昨年度から引き
続き行なわれた定

が、本当に大事な時にはク
ラス全員が一つになって、

て見てきて、クラスメイト
一人一人がかなり個性的だ
と感じた。全体的にやる気
や協調性がない時ばかりだ

３組委員長 酒井 章広
３組をクラス委員長とし

たちに続く歴史を刻みたい
と思います。

そして、 周年を迎える記
念すべき明秀日立に、先輩

験は団体戦」と言われるよ
うに、次の一年は、この２
組全員で目標に向かって最
後まで駆け抜けたいです。

り組む人など、クラスの原
動力となる人がいます。「受

いる人や、目標は定まって
いなくても必死に学習に取

クラスメイトの中には、
確かな目標を定め努力して

にはたくさんのことを教え
られたような気がします。

す。委員長としてはクラス
に対し何も貢献できません
でしたが、クラスのみんな

とってプラスになったこと
が多かったということ で

５組委員長 鈴木 祥太
年度当初に掲げた学級目

「頑張るぞー！」

次年度はいよいよ受験生
となる学年なので、みんな
で今以上に力を発揮し、頑
張りたいと思います。

り、その取り組み全体にも
積極性が表れていたように
感じました。

感じています。授業を見て
も、積極的な発言が増えた

惑をかけることなく、迅速
に行動することができたと

一年生の時、２位で終わり
ましたが、二年生では優勝
することができました。修
学旅行では、他クラスに迷

運ぶクラスメイトが増えま
した。また、体育祭では、

た、と思いました。
例えば、
掃除の時間に積極的に机を

時から比べて、今はとても
まとまりあるクラスになっ

間まるまる委員長を務めて
きましたが、一年生の入学

ます。

味違った６組の良いところ
を出せたらいいな、と思い

来年度は受験を控えてい
るので、今までとは違う一

事もなく無事に修学旅行を
終えることができました。

慣れないこともありました
が、その度にクラスの人た
ちに支えられ、また互いに
協力し合うことにより、何

り、これまでになかったこ
とに初めて気づかされるこ
とがたくさんありました。

修学旅行では、マレーシア
の異文化に触れることによ

きました。
まだ記憶に新しい２月の

々に穏やかな空気に包まれ
はじめ、担任の菅田先生の
下、私達はこの一年間で多
くのことを体験し、学んで

月日が流れ、学校行事が行
われるにつれ、教室内が徐

池元 美沙希

活において重要なことだと
感じました。

と思います。クラスの仲が
良いということは、学校生

つくし、クラス全体で協力
し合って活動ができていた

動が出たりと少々ありまし
たが、良いところをしっか
りと見れば、学校行事や集
会時など一つ一つに全力を

と思います。仲良くなれば
なるで、度が過ぎて先生か
ら注意を受けたり、問題行

れ、少しずつですが男女関
係なく仲良くなっていった

ト同士の仲も良くありませ
んでした。日を重ねるにつ

委員長としてこの一年を
振り返ると、新年度初めに
クラス替えをして、戸惑い
や不安からか、クラスメイ

いました。
３年生になれば、あと一

出発が遅れてしまい、他の
クラスに迷惑をかけてしま

い経験ができたと思い ま
す。時間にルーズになって、

れたり、たくさんの（マレ
ーシアの）人と交流し、い

るさで、いつも楽しく授業
ができていたと思います。
修学旅行では、今まで自
分たちの知らない文化に触

間の切り替えができず、先
生に怒られた時もありまし
たが、「１０組らしい」明

とがわかるようになりまし
た。たまに、授業と休み時

クラスのみんなが仲良くな
り、よりクラスメイトのこ

組委員長 江本 光
２年生になり、一年が経
ちました。１年生の時より、

６組委員長

しょう。
Ａ：見た目は、何も変わ
りません。変わるのは、中
て送ってもらえればよいと
思います。ただし、学校行
事などで、コース別で活動
するケースが今まで以上に

に取り組めるクラスである
ことです。イベントに積極

思いっきり取り組めるクラ
スです。反面、どこかお互

標である「声を掛けあって
共に成長しよう」は達成で

９組委員長

次年度から学校が変わる？
「教 科 主 導 」
の教育体制
縦割りの利点を生かせるか

身です。つまり、現存する
コースを軸に、それぞれの
コースに見合った指導方法
をより強化し、よりきめ細
出てくると思います。時に
は、諸君たち自身が最高学

的な姿勢で取り組めるクラ
スだからこそ、勉強にも同

いの関係に壁を感じる時が
あったり、遅刻・欠席が多

きたと思う。常にクラスの
一人一人が互いに声を掛け

年しか学校生活を送れない
ので、今までの反省を生か
し、「 組らしく」明るい

菅 原道 真の 愛し た白 梅が 、
主人 を慕って一 夜に して 京都
から 太宰 府に 飛ん でき たと いう ”飛 び梅 ”伝 説の 句よ り。
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組全員がその目標を共有す
ることで、互いの気持ちを

り一層深くなったような気
がします。高校生活も残り
一年となりました。３年生

雰囲気にもっていければい
いな考えています。

春 を忘 るな

伝えあいながら進路実現に
向けて取り組んでいきたい
と思いました。

になれば、受験や就職など
で大変な学年となりま す

３学年でも同じクラスメ
イトとして、この一年で学

ある じな しと て

高橋 貴洋

が、７組全員がそれぞれの
目標を達成できるように、

んだことを少しでも活 か
し、全員が希望の進路実現

やかな指導体制をつくろう
というのです。これまでの

年（先輩）として、新１、
２年生の面倒やアドバイス

様な気持ちで取り組めるの
だと感じました。

かったりと、問題点もたく
さんありますが…。

２年９組は、２学期に入
ってから少しずつ仲がよく
なっていき、（それまでは

笑顔で全員が卒業できるよ
うにしたいと思います。

１組委員長

学年制では、学年主任がク
ラス担任や各校務分掌組織

を直接的にするような場面
も今までより多くなるかも

あと一年となりまし た
が、「このクラスでがんば

７組委員長 遊佐 駿平
自分達のクラスは、クラ
スメイト全員仲が良く、と

ケンカや、上辺だけの関係
が多く見られました）体育

「シ ー ズ ン Ⅱ 」
えていく努力をしたいと思
います。

新学期、初めて教室に入
った時、６組の雰囲気はと

また一年間頑張っていきた
いと思います。

を叶えられるようなクラス
にしたいと思います。

と連携し、学習指導から生
徒指導、進路指導を進めて

しれません。（部活動を経
験している諸君には容易い

あい明るいクラスにしよう
という心がけが良かった。
体育祭や修学旅行など、

ても賑やかなクラスです。
しかし、その反面、賑やか

「
「学
学年
年」
」
か
から
ら
「
「コ
コー
ース
ス」
」
へ
へ

４組委員長 須之内 美涼
私は一年生の時から２年

ても静かで「緊張感が走る
クラス」でした。しかし、

深見 颯太

きました。しかし、ここ数
年本校に入学する生徒の能

でしょうが…）これら「縦 っていける」
と思いました。
次年度も変わらぬメンバ
割り」の体系構築の実現は、
ーで、今までのクラスの良
諸君自身が持つ、協調性や
２組委員長 松﨑 廉
いところはそのまま生 か

様々な行事を通して、クラ
ス全体が良い方向へと進む

８組委員長

力や適性、進路は多様化す
る一方です。その課題を学
年主任が一人で全てを網羅

し、悪いところはみんなで
協力しながら良い方向へ変

一年に引き続き委員長と
して感じたことは、自分に
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「この一年を振り返って…」

平成２６年度

コミュニケーション能力に
かかっているのです。
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