２年 学年通信
1 学期終了。さて結果は？
1 学期の総合成績が出
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せん。つぎにするのは、これらの反省を踏まえ
て日々行動することです。
「２年生の１学期まで
は時々遅刻していましたが、今は全く遅刻をし

ました。通知表を見なが

ていません」と言うことが出来るようになれば、

ら、この 1 学期間に、次

その人は「成長した」と言えます。

の各項目について自分が

■成長しよう。そのためには・・・

どのくらいできたかにつ

けれども、遅刻しないように

いて振り返り、今後に生

日々行動できるかどうかは「遅

かしてください。

刻はいけない」とか「遅刻は恥
ずかしい」と心から思えるかど

□遅刻や欠席をせず登校できたか。

うかにかかっています。「何を大

□しっかり授業に参加できたか。

切に思うか」と言い換えること

□わからない事を放置せずに、もう一度じっく

ができると思います。この「心の中の優占順位」

り考えたり、友達と教え合ったり、先生に質

によって人の行動は違ったものになります。あ

問するなどして、解決するようにしたか。

る場合は失敗を糧に成長する事ができるでしょ

□宿題や小テストでは、いつも合格点になるよ

うし、また別の場合には成長の好機を逃す事も

うに努力したか。
□復習など、毎日 1 時間程度またはそれ以上の
家庭学習はしたか。

あるかも知れないのです。この話は、遅刻だけ
の事柄ではない事は分かるでしょう。
皆さんは、自身も気づいていないかもしれな

□計画的に粘り強くテスト勉強をしたか。

い大きな可能性を秘めています。今日から始ま

□結果は自分の目標に対してどうであったか。

る長い休みの時間を使って「今の小さな楽しみ

□テストが返ってから間違いを復習したか。

より将来の大きな喜び」のために「何を大切に
するのか」についてじっくり考えてみましょう。

■「しまった」だけではダメだ
遅刻を例にとると、遅刻をしてしまったとき
に誰もが「しまった」と思います。自分の失敗
を目の当たりにしたのですから、そのときに「し
まった」と思うのは当たり前の心理です。けれ
ども、同じ失敗を繰り返さないためには「しま
った」と思うだけではいけませんね。まず、原
因を分析しどうすれば良かったのかを考えます。
この時、原因を自分の外側に求め、失敗は仕方

夏休みは
ア ク テ ィ ブ
に！！
（１）部活動 思いっきりやろう！！
多くのクラブで君たち 2 年生が主力になりつつある。

がなかったのだという人がいます。たとえ仕方

昨年は苦しかった練習も今年は当た

がないような理由であっても、周囲に迷惑をか

り前のようにこなし、後輩にさりげな

けることには違いが無いし、度重なると信頼を

く声をかける自分が居たりしないだ

失ってしまいます。大切なことは、遅刻したの

ろうか。皆が成長した証拠だ。部活が

は誰でもなく自分自身なのだから、外的な要因

できるのもあと 1 年ほどだ。1 度きり

も内的な要因もすべてひっくるめて、自分自身

の高 2 の夏を大切に思い、精一杯取り

に落とし込んで考えないと、改善には向かいま

組もう。

（２）進学講習で勉強しよう！！

わってしまう可能性もある。これでは、折角の屋久島・

延べ４０名が夏期講習に申し込んでいる。積極的な姿

桜島・知覧が「猫に小判」ということになりかねない。

勢が素晴らしい。申し込んだからには最後まで出席し、

屋久島はなぜ雨が多いのか？なぜ世界遺産なのか？縄

苦手な部分を克服し、実力をつけよう。

文杉へはどんなコースで登るのか？白谷雲水峡のコー

【予定】教室はすべて ２－５ＨＲ教室です

スの見どころは？火山灰が降る暮らしとは？火山とど
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のように共存してきたのか？知覧っ

古典

てどんな町なのか？特攻平和会館に

基礎英語

古典

は何があるのか？…などなど、ネット

基礎英語

古典

やガイドブックなどで下調べをする

基礎英語

（３）本を読もう！！
ある高校生が新聞の投書欄に「スマホが壊れ、使えな
くなったとき、いつもの自分はスマホに束縛されていた
事に気づいた」と書いていた。スマホを少し手放し、解
放された時間を使って本を読もう。最初は漫画でも良い。
古典ともいえる手塚漫画をはじめとして、作品性の高い
漫画が多くあり、感動や発見があるはずだ。しかし、や
がて漫画ばかりだと少し物足り
なくなる。その時には、書店や
図書館の書棚を眺め、気になる
タイトルの本を手にとってペー
ジをめくってみてはどうだろうか。

（４）授業の無い夏休みこそ、基礎固めを！
スタディプログラムから夏休みの課題が出ている。皆
に渡している「国・数・英の冊子」は中学の復習を含め
て高校での勉強の土台になる内容なので進路にかかわ
らず身に着けて欲しい。進学希望の人には尚更だ。しっ
かりした基礎の上にこそ高い建物を
建てる事ができるのだから。与えられ
た範囲だけではなくできるところは

と、もっと知りたい、本物を見たい、
というわくわく感が高まるだろう。
「調べ学習の課題」にしっかり取り組むことにより、た
だついていくだけの修学旅行には今からきっぱりと決
別し、能動的で充実した 3 泊 4 日にしよう。

（６）企業説明会・オープンキャンパスに
参加して進路のイメージを持とう！
今回の課題で皆に考えて欲しい事は「比較と決定」だ。
企業と企業、大学と大学、短大と短大、または同じ分野
の大学と短大、短大と専門学校…など良く似た 2 つ以
上の見学や説明を聞き、比較検討すること。そしてどの
企業が、どの仕事が、どの学校が、自分に合っているの
かをとりあえず決めてみること。3 年生になれば、現実
問題としてその選択を迫られるのでその練習の意味も
ある。また、時間的・精神的に余裕のある今の間にいろ
いろなものを見て、選択肢を広げておくことが役に立つ。
夏休みの課題としては「A 面の企業」または「B 面の学
校」のいずれかに取り組めばよいとしているが、できる
だけ両方に取り組んで欲しい。
8 月 3 日の企業説明会は、1 箇所で沢山の企業の話
が聞けるので（昨年皆に話をしてくださった社長さんも
来場しておられます）、比較的手軽に参加できる。特に
進学希望の人にとって「進学か就職か」という大きな選
択肢のもう一方について知る意味は大きいので、参加す
る事を強く勧める。

どんどん自主的に取り組もう。分から
ないときには動画を見よう。

（５）修学旅行、行く前にイメージしよう！
「屋久島・桜島・知覧」何の予備知識もなく訪れると
「雨の中の山登り・ただの火山・昔の戦争の何か」に終

長い夏休みが始まります。何かに追われ
るようにあくせくと生活する事はありま
せんが、貴重なゆったりした時間を有意義
に使ってください。（バイトにだけに使ってしまう
のはもったいないですよ！）

７～９月の予定
文化祭食品模擬店 各クラスのメニュ

日

曜

予定

７/23

火

終業式、追認オリエンテーション

24

水

追認指導① 夏期講習

１組

ホットク

25

木

追認指導② 夏期講習

２組

チュロス

26

金

追認指導③ 夏期講習

３組

ベビーカステラ

27

土

４組

ワッフル

28

日

５組

わたがし

29

月

夏期講習

30

火

夏期講習

６組

カレー＆ナン

31

水

夏期講習

７組

焼き鳥

8/１

木

夏期講習

先日、学級代表と文化委員に対

２

金

夏期講習

して「食品衛生講習」が行われまし
た。不特定多数の人に食品を提供す
るのが食品模擬店です。もし、何か

（１限）始業式
22

木

（3〜4 限）ステップ診断テスト
（午後）追認指導④
金３４５６ （午後）追認指導⑤

衛生面でのトラブルが起こってし
まったら、文化祭全体が台無しにな
ってしまいます。そればかりか来年度の文化祭での食品

23

金

24

土

25

日

26

月

月３４５６ 追認考査

試作会

27

火

火４５６７ 追認考査

試作会

28

水

水３４５６

29

木

木１３４６

始業式

30

金

金１２５６

ネクタイ・リボンを着用し、化粧・ピアスなどにも気を

31

土

つけ、きちんとした身なりで集まること。

１

日

頭髪検査を行います。

２

月

３

火

＊式後は「国・数・英」の
ステップ診断テストを行います！！

４

水

水１２５６

５

木

木１２、３〜６文化祭準備

６

金

文化祭（１日目）

いる人が居るように思います。すでに、先生に指摘を

7

土

文化祭（２日目）

受け改善した人もいますが、そうでない人もいます。

８

日

9

月

大清掃、午前４５×４、午後５０×２

る人は、先生に指摘されるまでもなく、自分自身が良

10

火

代休

く分かっているはずです。正直な自分に従い、始業式

模擬店はおろか今年度の家庭科の調理実習もできなく
なります。衛生面のルールを守るのは絶対です。

家庭科室清掃

そのうえで、
「美味しく、楽しい食品模擬店」をしましょう！！
食品だけではなく、店の飾りつけも工夫しよう！

８月２２日（木）

頭髪について
近頃、頭髪の色が以前に比べて徐々に明るくなって

髪の色が明るくなっている人や、何かの加工をしてい

９／２７（金）金１２、（午後）文化行事

までにきちんと修正しなさい。そして気持ちよく２学
期のスタートを切りましょう。

