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本日、本校体育館に、

の別離の寂しさを通して、
道真公が左遷に関するつら

さやみじめさを直接表現す
るのではなく、間接的に表

あの巨人軍の黄金期を
支えた名プレーヤーの

真

学年通信の表題であ る

現している句である。そこ
で、注目したいのが下の句

一人、「悪太郎」堀内
恒夫氏がやってくる！

道

上記にあるように菅原道真
公が大宰府に左遷されたと

の「… 主なしとて 春を
忘るな」である。今回、私

「 」はこの人。投球
後に帽子が横にずれる

原

きに詠った「飛び梅」伝説
の句の一節である。

はこう解釈した。「学校を
巣立ち離れた将来、毎年春
になると東風に乗せて、ど
こからか卒業生の名声を聞

菅

な学年を前に、（春休み期 学習方法のことである。た
間中に）しっかりと準備を だし、短時間に行うものな

ともすれば、物悲しく寂
しい意味合いにとられ る
が、私自身（学年主任）が
表題に選んだ理由はそれと

菅 原道 真の 愛し た白 梅が 、
主 人 を 慕って 一 夜 に し て 京 都
「東風（こち）吹かば」は、
から 太宰 府に 飛ん でき たと いう ”飛 び梅 ”伝 説の 句よ り。

ので、主に単語や文法、公
式などの暗記を中心とした
学習に限られる。長文読解
や難問解読などは、やはり

スタイルに憧れ、当時
の小学生は皆、投球フ

「シ ー ズ ン Ⅱ 」
ステイや学校交流を行うと
で、広い視野を持ち異文化
しなければならない。と話
しましたね。これができた
人とできなかった人では、
スタートの時点で大きく差

かせてほしいな「白梅たち
（＝明秀生）」よ。わたし

これら学年の経営方針や
目標を読み返して、昨年一
年間の成果は得られたか。
また、これからの２年生と

自身も気づいていることで
しょう。

学習する意義を理解し、
正しい学習態度で授業に臨
み、効果的な学習方法を身

私自身の記憶では、
巨人のエースナンバー

を理解するとともに、日本
人として、また個人として
の自己確立やコミュニケー
ション能力の育成を図る。

異なるこじ付け解釈があっ
た。句を直訳すると、「春

ォームの真似をしたも
のだ。かの桑田真澄投
手もその内の一人、現
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東風吹かば
最
最重
重要
要学
学年
年の
の幕
幕開
開け
け

「中だるみ」
を 払拭し、
定着と その確立を図る

が開いてしまっていること 時間をかけてじっくりと問
に、授業やテストと通して 題に向かいたいものだ。

たち（教師）がいなくても
春になったら自分の力で花
を咲かせておくれよ。」
と。

組んできた当学年の学年目
標とその運営方針の内容を
覚えているだろうか。今年

慣の定着と確立

になって東風が吹いた な
ら、その風に託して（京都
から）配所の大宰府（だざ

役時代もワンサイズ大
きな帽子をかぶり、投

０学期の準備不足で、二 え、最終的には自分に適し
学年、スムーズなスタート た分野を選択していかなけ
がきれなかった人は、少し
焦らなければならないでし
ょう。前にも言ったように
「あと一年…」の準備期間

しての心構えと、学園生活
の送り方について、もう一

高校生活の３年間は短い
ものである。気が付けば、

を無駄に過ごさないために 相談会、説明会）に参加し
も、
再度、じっくりと基礎・ てみることも大切です。オ

につけ、自主的・能動的に
学習に取り組む。また、家

諸君は２学年に進級して既
に一カ月を経過し、ピカピ

基本事項の見直しを図りま ープンキャンパスもその一
しょう。そして、そのため つ。実際に学校（大学、専

援、先生方のご協力、家族
や多くの友達の支えがあっ
たからこそ成し得た事 で

度は、昨年度の目標や方針
を踏襲し、その定着のため

③具体的な進路に対する意
識づけの確立

カの新入生も学園生活に慣
れをみせるようになった。

の時間づくりに努めなけれ 門学校等）に足を運び、自
ばなりません。
分の目で設備や敷地を確認

ん真似したいなと思うこと

す。感謝の気持ちを忘れず、
日々恩返しをする気持ちで

いないからといって、咲く
春を忘れてくれるなよ。」

前年度の進路学習や進路
活動を踏まえ、個に見合っ

３年の先輩たちは、本格的
な進路活動に取り掛かり始

し、授業などを体験するこ
ＳＴ・Ｓコース、部活動 とは「百聞は一見にしかず」

ら 驚 き や感
動・笑顔をも
らい、たくさ

ばかりでした。
また、ホストファミリー

「交換留学」を終えて･･･

度考えてみよう。

本校生としての自覚と目
標を持ち、円満な人間関係

た具体的な進路（職種・資
格や大学・学部・学科・入

めている。そう、諸君に残
された進路に向かう準備期

で帰宅が遅くなってしまう そのものです。また、保護
諸君は、人が持っている
者、両親と一緒に見学する
時間では全く足りない。と、 ことで、自分のやりたい事

んの交流から
海外との繋が

何事にも一生懸命取り組ん
で行きたいと思います。

庭学習を計画的に継続して
行う習慣の定着と効率性を
見直す。

づくりを行うとと
もに進路実現のた

試方法等）について研究す
る。また、より実践的な学

間は「あと、一年しかない
…」のだ。

普段から思っている人も少 に対して理解を得、安心し
なくないだろう。Ａ・Ｂコ てその学校へ送り出してく

と過ごした日々は楽しく、
お父さんは陽気で優しく、

最後に か月間という留
学にしては短い期間ではあ

いう逸話もある。
選手引退後、巨人軍

めの態勢づくりに
取り組む。

力を養い、常に進路を意識
して生活する。

二学年０学期（春休み）
の過ごし方はいかがでした

り、日々の生
活から英会話とコミュニケ

ジョークなどでたくさん楽
しませてもらい、お母さん

緊張と不安

○学年目標

④帰属意識、規範意識を養
う

ースの諸君からも、自宅で れると思います。また、夏
長い時間、机に向かう時間 休みに行われるインターン

ーションを学びました。
日本とは全く違った学校

りましたが、本当に有意義
な時間を過ごすことが出来

ホストファミ
リーや友達か

な事からも異
文化を学び、

貴重な経験が出来たのは、
ロータリークラブのご 支

そして、今回このような

66

ればなりません。そのため
に必要な情報を収集するた
めの、様々な進路行事（講
演会等）やイベント（進路

①基本的生活習慣
の定着と確立
常に場面に応じ

積極的、主体的な社会参 か？一年生で身に付けた基
加より、奉仕の精神を学び、 礎・基本の見直しと、その

ができない。という話を耳 シップにも積極的に参加す
にします。
ることで、将来の職業観を

生活は、
驚きの連続でした。 には優しい笑顔とおいしい
「さすが自由の国だな。」 ご飯で受け入れていただき

ました。また、これだけで
終わらせず、今回の留学で
できた海外との輪を生かし

萌（一組）

森

大

○学年経営方針

た 挨 拶 を 励 行す
る。また、時間を

定着に取り組みましたか？
部活動との両立や、苦手教

そこで提案したいのが、 養い、より高めることがで
「隙間（スキマ）学習」と きると思います。

ました。ホストファミリー
のおかげで、安心して楽し
い毎日を送ることが出来、

コーチ、監督を歴任し、
現在は国会参議院議員

厳守することによ
って生活リズムを

協力し合うことによって、
クラス・学年・学校・部活

科の克服など、人それぞれ
様々な問題を抱えていると

と感じるほど自由で、授業
は討論形式の全員が発言し
活発な授業、生徒のプレゼ

てさらに英会話を上達させ
ていきたいと思います。

から一転、毎
日が楽しく充

形成し、健康管理
に努め皆勤を目指

動等に対する帰属意識を養
う。また、校則を遵守し、

いう学習方法だ。登下校時
の電車の中はもちろん、夕
学校内外の生活、学習に
食前や就寝前の１０分間、 おいて「全ては自らの進路

心から感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

として政治に手腕を振
るう。伝説的 歳。

す。また、個性や
基本的人権を尊重

マナーを守ることによって
規範意識を養う。

思います。その修正、と改
善を図るための時間でもあ
りました。学習に対するリ

ンテーションは驚くほど表
現性豊かな発表で、たくさ

実していた留
学生活。小さ

し合う姿勢を身に
つけ、円満な人間
関係づくりを行う。

トイレの中など、ほんのち 実現のためにある」ことを
ょっとした数分間でできる 忘れてはなりません。

18

ズムやペースはつかめまし
たか？これから迎える重要

の見直しと、最終的な確立
を目指すものとした。

諸君は、昨年度から取り

今後、より具体的な進路
に関する研究や調査を踏ま

いふ）
へ香りを送ってくれ、
我々学年団が掲げる「自
梅の花よ。主人のこの私が 主、自立心の養育」にのっ

球後、わざと横にずれ
るように細工をしたと

平成２６年度

とった願いを本句の解釈と
して表題に込めました。

新学年特別号

⑤国際理解を図る
修学旅行を通してホーム

学年方針・学年目標
学年方針・学年目標

②学習意欲の喚起、学習習

1

24
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第二学年通信
明秀学園日立高等学校
新学年特別号（５月号）
（１）

昨年度に引き続き、本校

●「昼食・弁当」
パンや弁当の販売はあり

合は、学校で預からせても
らいます。

り、音が鳴ってしまった場

教職員は、お預かりするお
子様の指導に常に全力であ

ますが、当面は弁当を持た
せてください。パン、ジュ

保
保
保護
護
護者
者
者の
の
の皆
皆
皆様
様
様へ
へ
へ

たります。しかし、目の届
く範囲にも限界がございま

①担当、教科

河

す。
ご家庭内での生活状況、 ース類の自動販売機は校内
活動状況の掌握につきまし に設置されています。

②趣味・特技
③諸君へのメッセージ

①九・十組副担任、英語
②ドライブ

ては、保護者の皆様のご協
力が必要となります。
以下の事項につきま し
て、ご理解の上、ご協力い

学年団教員紹介
オドノフ・デイビッド

③今年の目玉は修学旅
行。海外を知る良いきっ
かけなので、色々調べて
みよう。英語の授業も楽

弘

芦

①四組副担任、英語
②写真撮影、ジョギング、

しくなるはず！？

邦

①八組担任、国語
②ＤＶＤ鑑賞（ホラー以

サイクリング
③授業以外でも私を見か
けたら、英語で喋りまし
ょう。英語について質問

野

外）、男の料理（ワイル
ド系）
③規律を守り、進路実現
に向けて充実した一年に

太

していきましょう。

雄

北 川 正 朗
①五組担任、数学
②ノロノロと自転車に乗

間

杉 山 和 則
①二組担任、国語
②「近代」論の探求

●「登下校時間」
登校時間は始業５分前と
なってます。ＳＴ・Ｓコー
スは８時０５分。Ａ・Ｂコ

樫 村 敦 雄
①学年主任、美術
②自転車

ただきますようよろしくお
願いいたします。

ースは８時２５分までに入
室完了するよう、時間に余

があればいつでも遠慮し
ないでください。

裕を持って送り出してくだ
さい。
下校時間は、コースや部

ること、バンド活動
③みなさんこんにちは。

●「容姿・頭髪・化粧等」
朝の登校時、また帰宅時
の制服の着こなしやピ ア

活動などでそれぞれ異なり
ますが、あまりに遅い帰宅

文化・芸術鑑賞
③毎日の「ライヴ」な学

全世界が頭を痛め

ス、アクセサリー、髪型、
髪色等について、校則に準

③今度ゆっくり、「愛」
と「平和」について話し

ている「スマホ依存
症」。今、アメリカ

もがんばります。

時間の際は、注意してくだ
さい。
●「進路に関して」
お子様の進路に関する相

①三組担任、理科
②合気道、バイオリン

③みなさんと一緒に進級
できうれしく思っていま

川 村 真 一
①十組担任、保健体育
②映画鑑賞

で深刻とされている じたものであるか、毎時点
問題は
「歩きスマホ」 検してください。
です。これが原因に ●「欠席・遅刻・早退」
よるの交通事故死亡
病気などの諸事情でやむ

合おうじゃないか。

子

本名はディビッドなん
だけど、「ダヒー」と呼
んでいいですよ！！

良

自分の進路を意識して、
しっかりノートをとって
勉強がんばろう。わたし

川

談や話合いをご家庭内でも
意識して設けて下さい。特

業生活で、世界を知り・
感じ・道を探してまいり
ましょう。

滑

なく欠席、遅刻、早退する
場合は、必ず保護者から学

に、経済面に関しては、盤
石の構えで臨めるよう、事

②写真撮影、朗読
③早く目標を定め、地道

志

校（担任）に連絡を入れて
ください。

前調査や準備にあたること
をお勧めします。

光

も昨年、歩行中（自
転車走行中）のスマホ使用

●「登校時の持ち物」
持ち物には必ず記名をお

澤

①五・六組副担任、商業
②居合

で 人がケガをしてい ま
す。スマホを使いながら運

に学習してください。

読書
③進級おめでとう

小
す。今年は進化の年、む
ずかしいことや困難にぶ

③「挑戦」する気持ちを
常に忘れず高校生活を過

●「その他、友人関係等」
友人関係や学校での出来

也
菅 田 真 文
①六組担任、音楽

つかっていましょう！

ごしてください。

願いします。学校（学習）
に必要ないものは持ってこ

睦

②ＴＤＲに行くこと
③みなさんと進級できて

転する「不注意運転」も同
様です。アメリカでは、

井

うれしいです。進路実現
に向け努力していきまし

以上、 名。

者の数が、 ～ 年
で ％増加。東京で

事など、お子様と会話する
機会を多く持って、些細な
言動や動向から状況把握に

ましょう

させないでください。また
貴重品の管理については自
己責任となりますが、やむ

努めてください。
アルバイトは原則禁止と

「人（他人）につく嘘は
自分につく嘘。」

おえない場合は、担任に預
けるなどしてください。

嘘は絶対につかない。

マホ漬け」が増加。 代の
若者の４人に１人がスマホ
隆

なります。授業料減免制度
や各種奨学金制度のご利用

場

カバンの形状は自由です
が、華美で目立つものは避

をお勧めします。
その他、何でも結構です。

馬

依存症といわれています。
この病気に自覚症状はあり

けてください。「手ぶら」
は禁止です。

生

柴

ません。しかし、夜の 時
以降にスマホを使用するこ

一

①一・二・三組副担任
物理、物理基礎、

①七・八組副担任
日本史

田
地学基礎
②天体観測
林

小

ご不明、ご心配なことがあ
りましたら、学校までお問

太

とが睡眠障害の要因なのは ●「携帯電話」
確かなようです。
皆さんは、
持ち込みはできますが、

全ては、お子様の

雄

②自転車（夏頃から？）
③皆さんが社会人になる

校内での使用は一切禁止と
なります。学校生活では身
に着けることなく、電源を

「夢実現」のために…
（学年主任）

地

福

③楽しい理科はわかる理
科です。わからないこと

どうですか？もしかし た
ら、気づかないうちにスマ
ホ依存症になっているかも

切ってカバンにしまってお
きます。万が一、使用した

行

①七組担任、国語
②音楽鑑賞、旅行の計画

があればいつでも聞きに
来てください。

時、あなたたちが世の中
を「つくる」主人公にな
ります。その時、みなさ

しれません。十分に気を付
けましょう。
（ゴ）

昌

猪

①四組担任、英語
②ショートスキー

を立てること、御飯を美
味しそうによそること
③何事も「こんなもんか

んが学んだ「歴史」は「未
来」につながります。

狩

①一組担任、数学
②東京ヤクルトスワロー

③「楽しさは
厳しさの中にあり」
ちょっとやそっとのこ

～」と決めつけず、夢を
持って臨んでいこう！

い合わせください。

ズの応援
③まだ２年生ではなく，
『もう２年生！！』 今

とでヘコタレナイ人間に
なってください。

11

11

努力すればきっと輝く未
来が待っている！

美咲姫

16

09

9

10

31

本

ょう。

年にそうした事故で死亡し
た人は３千３百 人に達し
ました。お隣韓国では「ス

8

今月のコレやってみよう！
今月のコレやってみよう！
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昨年一年間を土台にして
さらなる飛躍をしていき

!
!

!
!
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