明秀学園日立高等学校
東風 （こ ち） 吹か ば
春 を忘 るな

に ほひ おこ せよ 梅の 花
ある じな しと て

で、注目したいのが下の句
の「… 主なしとて 春を
忘るな」である。今回、私
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本校教職員は、お預かり

り、音が鳴ってしまった場

合は、学校で預からせても
らいます。

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

真

ますが、当面は弁当を持た
せてください。パン、ジュ

道

はこう解釈した。「学校を
巣立ち離れた将来、毎年春

目の届く範囲にも限界がご
ざいます。ご家庭内での生

ース類の自動販売機は校内
に設置されています。

原

になると東風に乗せて、ど
こからか卒業生の名声を聞

活状況、活動状況の掌握に
つきましては、保護者の皆

菅

かせてほしいな「白梅たち
（＝明秀生）」よ。わたし

●「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
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東風吹かば
た。句を直訳すると、「春
になって東風が吹いた な

様のご協力が必要となりま
す。
以下の事項につきま し

部、同好会などへの積極的
な参加、入部、入会を勧め

ともすれば、物悲しく寂
しい意味合いにとられ る

きに詠った「飛び梅」伝説
の句の一節です。

現している句である。そこ

さやみじめさを直接表現す
るのではなく、間接的に表

の別離の寂しさを通して、
道真公が左遷に関するつら

春を忘れてくれるなよ。」
となるであろう。梅の花へ

に込めました。

心の養育」にのっとった願
いを本句の解釈として表題

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」
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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。

る」のが「Ａコース生」な
のです。

ら、その風に託して（京都 たち（教師）がいなくても
から）配所の大宰府（だざ 春になったら自分の力で花
いふ）へ香りを送ってくれ、 を咲かせておくれよ。
」と。

ます。今からでも遅くはあ
りません。一度きりの高校

が、私自身（学年主任）が
表題に選んだ理由はそれと

「
「Ａ
Ａコ
コー
ース
ス生
生」
」
の
の本
本旨
旨は
は？
？
現在、部活動等に所属し
ていない生徒たちも、運動
学年通信の表題であ る
部ばかりでなくとも、文化 「東風（こち）吹かば」は、

るといえます。「二足の草

生活（＝青春時代）をより
充実したものとなるよう、

異なるこじ付け解釈があっ

梅」＝
「明秀生」なのです。
その精神を忘れず、学業に

ません。つまり、「文武両
道」をなし得る者こそ「白

することも…。しかし、高
校生の本業を考えると …
「学業」
あっての「明秀生」
であることを忘れてはなり

いでしょうし、時には睡魔
に襲われ寝てしまう…なら
まだしも、授業中に居眠り

疲れた体は帰宅後の自主学
習を行う余力を残していな

身長（いわゆる３高）がも
てはやされたバブル景気。

きく取り立たされた時代で
した。高学歴、高収入、高

争、家庭内暴力など社会の
歪みが生んだ教育問題も大

たちは生まれ育ちました。
国内の教育界においても大
きな変化があり、後に社会
現象とまで言われる受験戦

成長期の最盛期。急速な欧
米化が日本人の生活習慣を
大きく変えた時代、わたし

１９６０年代、高度経済

ら、お子様との関わり方に
ついて、もう一度考えてみ

いのですが、どこか思い当
たる保護者の方がいました

実態と声です。一部の例と
してとらえて頂いてよろし

これは、実際に高校生を
子に持つ４０代の保護者の

い。親としての子どもに対
する愛情が歪んだ形で現れ
てしまっていた。「甘やか
してしまった…」

な思いをさせたくない。他
の誰よりも幸せに、経済的
にも豊かになってもらいた

している。子どもには惨め

もしれません。元来「赤子
の魂、百まで」とあるよう
に、物事は、早ければ早い

「躾（しつけ）」につい
ても同様のことがいえるか

教育の本質であると断言し
ます。

自身が自ら考え、自力で答
えを出せるよう導くことが

倒の事態といえます。我々
教員の教えをヒントに生徒

ない（知らない）事項や事
象について、ただ解答や解
説に沿って、テキスト通り
に教えてしまっては本末転

や教養を教える職故の使命
感が陥らせる罠であるかも
しれません。生徒が分から

過ちをおかす可能性があり
ます。それは、新しい知識

我々教員も常に意識しな
ければ、前述のような同じ

自主性・自立心の養育

じっくり考える時間を与え
るのも一つの方法だと思い
ます。もちろん全ての生徒

せん。そのようなとき、し
っかりと自分と向き合い、

したような言葉や態度で接
することもあるかもしれま

ように仕向けることが必要
となります。時折、突き放

れから自分はどうすればい
いのか」と自ら考えられる

したち教員の勤めです。善
悪の追及だけではなく、「な
ぜ注意されたのか」「なぜ
怒られたのか」そして「こ

れにあたります。生徒の誤
った考えや行動において正
しい方向に導くことがわた

しれません。学校で行われ
る生活指導、生徒指導はそ

校生を前に躾などと大きな
声で示すべきではないかも

した。しかし、反抗期など
の成長過程を経て育った高

慮なく利用してみるとよい
でしょう。

受けてみましょう。本校に
もスクールカウウンセラー
が常駐していますので、遠

りで悩まずに、専門の病院
で診断やカウンセリングを

のが
「五月病」です。もし、
そんな状態に陥ったら…独

じめず、それがストレスと
なって学校に戻れなくなる

中の不規則な生活によって
乱れ、休み明けの環境にな

活リズムを身につけ
ていったかと思われます。
せっかく身につけたそのリ
ズムがゴールデンウィーク

す。そして新しいク
ラス、学校生活にも
慣れ、自分なりに生

死」で学校生活に臨
ん で い た と 思 いま

緊張感や期待感を持
って、ある意味「必

やってくるのが「五
月病」
だ。４月中は、
環境が変わり、また
新入生もほとんどが

毎年、ゴールデン
ウィークが明けると

切ってカバンにしまってお
きます。万が一、使用した

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

●「携帯電話」
持ち込みはできますが、

けてください。「手ぶら」
は禁止です。

カバンの形状は自由です
が、華美で目立つものは避

おえない場合は、担任に預
けるなどしてください。

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

●「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）

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

「夢実現」のために…
（特進Ａコース主任）

全ては、お子様の

い合わせください。

ご不明、ご心配なことがあ
りましたら、学校までお問

をお勧めします。
その他、何でも結構です。

なります。授業料減免制度
や各種奨学金制度のご利用

努めてください。
アルバイトは原則禁止と

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

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

二兎を追い二兎を得る

スは８時
スは８時

鞋（わらじ）を履く」とか
「二兎を追う者は一兎をも

放課後の有効な時間の使い
方を前向きに検討してみて

スポーツに全力で取り組む
生徒を、我々教員はサポー

１９９１年に崩壊するまで
存分にその恩恵を享受し、

ませんか。「子育て」もあ
と少しです。同じ子を持つ
親として、共通の話題や情

に共通することではありま
せんが。

梅の花よ。主人のこの私が
いないからといって、咲く

得ず」という両立を否定す
るようなことわざがありま

はどうでしょうか。

トしていきます。学習習慣
を確立させ、卒業後の進路

何不自由ない豊かな時代を
生きてきました。あの頃の
夢を引きずり、家庭を持っ

ほど身につくし長く忘れる
ことはない、とされてきま

10

を送ることは並大抵の努力
だけでは言い表せません。

自 ら 考 え 、自 ら 行 動 で き る 人 づ く り

や夢を抱え、厳しい練習に
何
何で
でも
もや
やっ
って
てあ
あげ
げる
るこ
こと
とは
は
耐えながら日常の学校生活
躾
躾で
でも
も教
教育
育で
でも
もな
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い

てしまう者もいると聞きま
す。それぞれが大きな目標

毎日夜遅くまで練習に 励
み、帰宅時間が 時になっ

実現を広角で豊かなものと
なるように熱い指導にあた
ります。

報を交えてこの難局を乗り
越えていきましょう。
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た今も尚、バブルの復活を
期待しながら子育てに翻弄

右記にあるように菅原道真
公が大宰府に左遷されたと

入学時、部活動（特に運

ではありません。「二足の
草鞋を履いて二兎を追い、

た生徒も多くいると思いま すが、本校の生徒、
特に「Ａ
す。入学後の生徒の中には、 コースの白梅たち」はそう

動部）が盛んであることを
理由に本校への入学を決め

（最終的には）二兎とも得

分。Ａ・Ｂコー
分までに入室完

て、ご理解の上、ご協力い
ただきますようよろしくお

平成２７年度

我々教員、およびＡコー
スが掲げる「自主性、自立

総会特別号

また逆に、学業だけが優
れていても、この意に反す

「五月病」
「五月病」
に注意！！
に注意！！
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