①Ａ１副担任、
地歴公民、 しか与えられていない。こ
保健体育
れは、全ての人類に平等な

ことは前例からも確かなこ
とといえる。人には、一日
時間という限られた時間

する者において、学業も良
い成績を収めるものが多い

って…可能である。可能と
いうよりも、部活動で活躍

問・部活動と学業の両立
は可能か？答・はっきり言

す。まさに「ザ・城」とい
う言葉が当てはまる日本が

た建物ですし、 つの城の
中では規模も断然違い ま

の大改修が終了したことで
す。その他の城は再建され

県・松本城、愛知県・犬山
城）の一つである
「姫路城」

し、かつ国宝に指定
されている４つの城（その
他は滋賀県・彦根城、長野

庫県姫路市にある世
界遺産、日本で現存

ます。今回、私が注
目しているのは、兵

スタートすると様々
なことが新しくなり

ご入学おめでとうご
ざいます。新年度が

新入生の皆さん、

校生ライフが待
っているのだが

だろう。すでに
入部が決まって
いる諸君には、
そんな素敵な高

からも高校生ら
しさを感じとる

業→両立→挫折＝涙＝ 青
春、という公式

春、という流れで高校生を
連想するし、部活・恋⇔学

が、高校生＝部活＝汗＝友
情＝勝利⇔敗北＝涙＝ 青

姿に真の高校生を強く印象
付けるものがあるだろう。
つまり、全国民のほとんど

ちらかに偏ることなく、バ
ランス良く活動し生活する

高校生集団である。
誰が（他
校と比較して）見ても、ど

らの目標に向かって、この
学園で青春時代を謳歌する

進Ａコース生は部活動と学
業の両立を図りながら、自

前にも書きましたが、特

校（担任）に連絡を入れて
ください。

なく欠席、遅刻、早退する
場合は、必ず保護者から学

じたものであるか、毎時点
検してください。
●「欠席・遅刻・早退」
病気などの諸事情でやむ

ス、アクセサリー、髪型、
髪色等について、校則に準

朝の登校時、また帰宅時
の制服の着こなしやピ ア

願いいたします。
●「容姿・頭髪・化粧等」

て、ご理解の上、ご協力い
ただきますようよろしくお

様のご協力が必要となりま
す。
以下の事項につきま し

活状況、活動状況の掌握に
つきましては、保護者の皆

目の届く範囲にも限界がご
ざいます。ご家庭内での生

前調査や準備にあたること
をお勧めします。
●「その他、友人関係等」

に、経済面に関しては、盤
石の構えで臨めるよう、事

談や話合いをご家庭内でも
意識して設けて下さい。特

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

活動などでそれぞれ異なり
ますが、あまりに遅い帰宅

い。
下校時間は、コースや部

了するよう、時間に余裕を
持って送り出してくだ さ

スは８時
スは８時

●「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

ース類の自動販売機は校内
に設置されています。

ますが、当面は弁当を持た
せてください。パン、ジュ

するお子様の指導に、常に ●「昼食・弁当」
全力であたります。
しかし、
パンや弁当の販売はあり

巻

理

勝

塙

定

之

り、音が鳴ってしまった場

ことだ。その条件の中で、
「二足の草鞋を履く」また

誇る建築物です。ご存知と
思いますが、姫路城は白い
壁が目立つことから、別名
「白鷺城」とも呼ばれ親し

…どこにも所属
していない キ

●「登校時の持ち物」
持ち物には必ず記名をお
願いします。学校（学習）

友人関係や学校での出来
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

保
保
保護
護
護者
者
者の
の
の皆
皆
皆様
様
様へ
へ
へ

は「二兎を追う」ことは、
通常では不可能に近いと感

まれてきました。二〇〇九
年から６年かけて、白い色

ミ！一度しかな
い青春時代を無
駄にしないでほ

に必要ないものは持ってこ
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

主
主任
任の
の独
独り
り言
言

③ご入学おめでとうござ

じる者が多いのは不思議で
はない。が、人は「不可能

を取戻すために、耐震工事
やカビを除去し本来の姿を

しい。べつに、全員が丸坊
主になって甲子園を目指さ
なくちゃいけない、とは言
っておりません。文化部だ

なります。授業料減免制度
や各種奨学金制度のご利用

①担当、教科

います。実り多い高校生
活となるように、一緒に

をつくりあげ、数々のドラ
マを生み出した。それは人

取り戻す大改修を行いまし
た。私自身、平成の大改修
前に姫路城を訪れています

って、
いいじゃないですか。 おえない場合は、担任に預
吹奏楽部で仲間と全国の大 けるなどしてください。

をお勧めします。
その他、何でも結構です。

幸

分。Ａ・Ｂコー
分までに入室完

合は、学校で預からせても
らいます。

ガンバリましょう！

②釣り全般
③新入生の皆さん、御入

々に感動を与え、人間とし
ての自信を植え付けて き

が、迫力が違います。阪神
淡路大震災でも一部損壊が
ありましたが、ほとんど倒
壊することもなく、４百年

カバンの形状は自由です
が、華美で目立つものは避

ご不明、ご心配なことがあ
りましたら、学校までお問

朋

本校教職員は、お預かり

①Ａコース主任、美術
②自転車、川釣り

学おめでとうございま
す。これから始まる高校

た。特に近代以降、スポー
ツの分野で数多くのドラマ
が語り継がれてきたが、そ

現向け、全力でがんばっ を可能にする力を持ってい
てください。
我々教員も、 る」ことを知っている者も
全力で応援します。
少なくないであろう。その
力がこれまでの文化や文明

生活を充実したものに
し、３年後の進路目標実

の昔から偉人と呼ばれる伝
説的な学者や研究者の発明
や発見もその類に同じであ
る。どちらも、その成功の

前の日本の建築技術と、歴
史と伝統は素晴らしいもの

舞台を目指そうじゃな い
か！美術部で素敵な出会い

けてください。「手ぶら」
は禁止です。

い合わせください。

藤
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文武両道

③「継続は力なり」
まずは学業と部活動を
羽 金 拓 也
①６組担任、理科

高 槌 倫 明
①Ａ１副担任、英語
②ゴルフ
③「故轍（こてつ）」

鍵は、
何でもやってみる
「や
る気」と、やり続ける「根

だということが証明されま
した。昨今、スマートフォ

を求めてみては？
８日
（水）の６時限目に、

●「携帯電話」
持ち込みはできますが、

全ては、お子様の

後

②趣味・特技
③諸君へのメッセージ

両立させるために、自分
なりの生活リズムをつく
②ドライブ
③入学おめでとうござい

これはドラマ「相棒」
で、署長室にある額字の

気」を持っていること。そ
して何より、人並み外れた

ンやネットの普及で便利な
生活と情報が簡単に入手で

Ａ・Ｂコース合同の「対面
式」
が行われます。そこで、

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…
（特進Ａコース主任）

Ａ
Ａコ
コー
ース
ス教
教員
員紹
紹介
介

ることから始めよう。
ます。勉強や部活など、
充実した高校生活を送っ
てください！

ものです。先人の教えを
無駄にするなという意味

「集中力」を身につけた人
が多いことも共通して言え

きるようになりましたが、
今一度原点に立ち返り、古

各部活動の紹介がある の
で、自分に合った、または
少しでも興味のある部があ

切ってカバンにしまってお
きます。万が一、使用した

雄

鶴

照 沼 幸 香
①７組担任、保健体育
②映画鑑賞
スポーツ観戦

のようです。

る。君たちは、できないと
思えたことができた時の感

来より伝わる日本人の伝統
と文化、技術を姫路城と共
に考えてみるのも必要かな

れば、まずは積極的に見学
してみよう。同好会もね！

敦

①Ａコース副主任、
Ａ１副担任、国語
②通院、物忘れ

③ご入学おめでとうござ
います。楽しい高校生活

武 井 克 朗
①８組担任、国語

触を知っている。劇的な勝
利の瞬間を感じたことがあ
るはずだ。この時代、ここ

と「城マニア」の私は思う
今日この頃です。 （ゴ）

25 05

村

③「奇跡は起こるものじ
ゃない、起こすものなん
だ」という歌詞がありま
すが、この３年間でさま

を送るためにも、メリハ
リのある生活をしていき

②自転車
③入学おめでとうござい
ます。楽しい高校生活を

（明秀）でドラマをつくる
のは、君たち自身だ。

青春し
青春し よ
よう
うぜ！
ぜ！

樫

ざまな奇跡を起こしてく
ださい。

ましょう。

送ってください。

①５組担任、地歴公民
②城巡り

～部活のすすめ～

4

２０１５年４月７日

特進Aコース通信
明秀学園日立高等学校
新入学特別号（４月号）
（２）

今月のコレやってみよう！
今月のコレやってみよう！

