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羅針盤
２０１9 年５月８日 (水)

第８４号

＝ ５月のことば ＝
「創造は、過去と現在とを材料に
しながら新しい未来を発明する能
力です。」
（ 与謝野 晶子 ( 歌人、(1878～1942) ）

夢や目標の実現に向かって、全員で前へ
（「私の決意表明」その４）
「夢や目標は、友人などの前で声に出して言う。紙に書いて見えるところに張り出す。その
方が実現に近づくと言われています。より決意が固まる。一種の宣誓として、周りの人に叱咤
激励してもらえる。そういう効果があるのでしょう」ということで始めた連載。今回は特集で
す。この文章を読んだ全員が、１７期生の決意表明の証人として、叱咤激励してください。
「人をほめることを僕の今年の目標にしたい。相手だけでなく、成功を素直に受け入れられる自分
にも気づけて互いに嬉しくなれるからだ。」（１組 大河原誠大）
「私の将来の夢は教員です。そして、その夢へ近づく大きな一歩となるのが、大学進学です。まず
は、その目標に向かい、残された日々を全力で駆け抜けたいと思います！」（１組 太田竣也）
「私の目標は、志望大学に合格することです。しかし、それを実現するためには、今の自分には改
善すべきことがたくさんあります。生活や学習の仕方を見直し、入試に向けて気を引き締めて何事に
も取り組もうと思います。」
（１組

大田薫水）

「刻一刻と時間が過ぎ行く中、焦る気持ちは高まるばかりだが一日一日の時間を効率よく使い、学
業に励んでいきたい。私の目標を端的に言うならば、己を信じ、己に勝ち、本当の力をつける。高校
最後の１年楽しみたい」
（１組 大和田来未）
「志望校合格のために、課題を持って日々に臨み、自分で決めたルールは必ず守って生活する」
（１
組

白川友紀）

「僕は教科によって成績に大きく差があるので、得意教科を伸ばしつつ、バランスよく点を取れる
ようにしていきます。特に英語は、受験で終わらせずにずっと使っていくものなので、時間を無駄に
せず、コツコツ取り組みます」
（２組 大和田太郎）
「私の目標は北海道大学に合格することです。北海道大学に合格するには、センターで８割以上を
とり、二次試験の対策をしっかりすることが重要です。時間をうまく使って志望校合格を目指そうと
思います。」
（２組 加藤妃奈）
「私の決意表明は、受験当日までの一日一日の授業や勉強を大切にし、悔いを残さないよう一生懸
命頑張ることです。小さな目標を作り、志望校合格という大きな目標を達成できるように頑張ってい
きたいです。
」
（２組 金敷咲希）
「３年生になったということで、いよいよ受験が近づい
てきて、迫る試験日に焦りを感じています。１日１日を大
切に、やるべきことを確実にして、希望する進路にすすめ
るように頑張りたいです。」
（２組

小林涼峰）

「私はこの２年間、自分のやりたいことや興味のあるこ
とに挑戦しきれていませんでした。これから受験という大
きな試練に向かって行きますが、自分のやりたいこともう
まくこなして頑張っていきたいです。」
（２組 近藤史織）

「勉強面では志望大学に合格できるように自分が出来ることを全てやりきりたいです。また部活面
では今までの集大成を様々な大会で発揮してインターハイでリベンジしたいです。この１年で、自分
を強くしたいです。」
（２組 酒井リオナ）
「私は自分に厳しくなることを目標にしたいと思います。受験、そしてこれからの人生、今までみ
たいに自分に甘くしていたら失敗してしまうのは目に見えています。将来のために自分を律していき
たいと思います。」
（３組 衛藤和希）
「高校生活最後の年を迎えるにあたって、今やはり目標にしたいのは大学受験に向けてこつこつ勉
強することだと思います。部活が忙しいので、部活以外の時間はすべて勉強にあてるくらいの気持ち
でやりたいです。」
（３組 大内香奈）
「今年受験生である自分は毎日の積み重ねを大事にしたい。これまでは、明日やろうとか言う出来
もしないことを理由に逃げていたが、今年はまず目の前のことに取り組み、目標に向かって少しでも
近づく毎日にしていきたい。」
（３組 小沼拓矢）
「今年は何よりも大学受験中心となる一年なので、まずは立てた計画は最後までやり通すこと。時
間で動くこと。分からなかったものはその日の内に覚えることなどを守り、第一志望校合格を実現し
ます」
（３組 上遠野真奈）
「
「自分に負けない」こと。これを続ける一年にしたい。毎日少しずつでいい、過去の自分を越え
ていきたい。そして、多くのものに触れ、見て、感じて、学んで、自信を持って社会に出て行けるよ
う「今」を大切にする。」
（３組

菅野友歩）

「１年後の自分には望んでいることをしていてもらいたです。そのために１８歳となる年を、どん
な風に過ごしていくかを日々考えながら、１日１日を大切にしていきたいです。」
（３組 杵渕葵衣）
「ついに受験生になってしまった。第一志望の大学に合格できるように、毎日授業の予習と復習を
欠かさずに行い、それに加えて受験のための勉強を積み重ねていきたい。夏休みは本当に頑張りたい
と思う。」
（４組

大越美里）

「今年度は文化祭もある中で受験に挑まなければいけないので、時間を有効に活用し、一つ一つの
ことにしっかりと集中して取り組みたい。全てにおいて悔いの無い１年間を過ごしたい。」
（４組

岡

山智怜）
「あと約２ヶ月部活をやり抜いて、悔いを残さずに引退を迎えたい。その後は勉強に時間を当て、
志望校合格に向けて取り組む。
今年は文化祭もある最後の１年なので、１つ１つの行事を楽しみたい。」
（４組

小川奈那子）

「高校生としての最後の１年が始まった。過ぎた話はもう仕方ない。今の自分から目をそらさずに
真実を見つめる。その上で目的地に向かって計画的に努力する。死ぬ瞬間に後悔しない人生から逆算
して生きる。
」
（４組 金子璃公）
「入学してから３年が経ち、いよいよ高校生活最後の年になった。私は、この１年勉強と部活の両
立を目標にしたいと思う。そのためにも時間の使い方を見直し、少しの時間も無駄にせずに文武両道
に励みたい。
」（４組 斎藤愛加）
「私は大学で心理学を学びたい！なぜなら、もっとたくさんの人々と「共感」をしたいからだ。し
かし、心理学を学べる大学は難易度が高い大学ばかりだ。ネガティブにとらわれずに合格めざして頑
張るぞ！」
（４組

坂本萌）

「今年度は、自立する時に向けて普段からきちんとした大人
の判断ができるようになりたい。学習においても生活において
も、今自分は何をするべきかしっかりと考えて行動することを
心がけようと思う。」
（５組 海上希実）
「部活の最後の大会でベストをつくして部活を終え、勉強で
は第一志望の大学に向けてスキマ時間を活用するなどして一
年間頑張っていきたいと思います。WMSR!」
（５組 大塚滉介）

「私の志望している大学は、埼玉県立大学です。でも今の成績では
１００％行けないので、自分の生活を見直し、十分な勉強時間を確保
して質の高い学習をしていこうと思います。」
（５組 大橋彩七）
「進路を実現させるために、今まで以上に勉強に取り組んでいきた
いです。特に、苦手な分野をできるだけなくして、模試ではよい成績
を安定してとれるようにしていきたいです。」
（５組 押山紗莉）
「いよいよ３年生になるので受験生として勉強によりいっそう力を
入れていきたいと思います。また、今年は文化祭もあり忙しい一年に
なると思いますが、心強い仲間たちと支え合いがんばっていきたいで
す。」
（５組 影山安可里）
「３年生になって気づいたことは、自分には勉強の習慣ができてい
ないということです。だから、自分の生活習慣も見直し、勉強の習慣をつけて志望校に合格できるよ
だけの実力をつけたいと思います。」
（５組

影山諒丞）

「今年１年間の１番大きな目標は国公立大学の獣医学部に合格することです。そのためにまずは数
学と化学、生物などの理系科目の基礎を固めていきたいと思います。獣医師になれるように頑張りま
す。」
（６組 川西雄大）
「私の夢は看護師になることです。昨年に看護体験に参加して、その思いはより強くなりました。
達成への一歩として志望大学に合格できるよう、コツコツ、自分に厳しく頑張っていきたいです。」
（６組

菅野百花）

「僕の将来の夢はまだ何も決まっていません。志望する大学、学部も、はっきりしていません。そ
こで、志望が定まらない僕の目標は、１年後の春に将来の職業に向けて笑った歩んでいこうとしてい
る自分を作るために努力すること、にしようと思います。」
（６組

神野籐理久）

「
「自分の可能性を信じ、常に上を目指す」ことが私の目標だ。今の自分がどうであれ、努力次第
では、どんなに高い目標でも達成できると私は思う。絶対に最後まで限界を作らず、向上心を持って
学習に励みたい。」
（６組 郡司悠希）
「考査や豆テストに向けた勉強だけでなく、模試やセンター試験に向けた勉強を多く取り入れてい
きたいと思う。まずは、臨床検査技師になれる国公立の大学に進学することを目標にがんばりたい。」
（６組

齋藤萌々子）

「志望校合格のために、毎日やるべきことを決めて勉強したいです。私は英語が苦手なので、毎日
単語帳などを見て英単語や文法を定着するようにしたいです。他の教科もやるべきことを考えて取り
組んでいきたいと思います。」
（６組 佐久間若菜）
「僕は薬学、特に創薬の分野に進みたいと考えています。しかしながら、進むための大学は当然な
がらレベルの高いものであり、今の自分のままでは進学もできません。なので、自分を変えることに
努めたいと思います。
」
（７組 岩崎由季）
「今年度が黎明生でいる最後の年なので行事には全力で取り組んでいきたい。また、高校演劇をす
る機械の少ししかないのでしっかり技術を磨いていきたい。」
（７組

上田永翔）

「まず、一日一日を大切に過ごす。無意義な時間を作らず、今何をすべきかをしっかり考えて行動
する。そして、しっかりと計画を立て、コツコツ、限りある時間を無理なく効率的に活用するよう心
がける。」
（７組

遠藤隆幸）

「私は最近になって志望校や将来何をしたいのかが固まりました。部活動も他の部よりも引退が遅
いので、夏までに苦手科目を克服します。勉強も部活動も努力する前に諦めがちなので、自分で限界
を決めずにやり切りたいです。
」
（７組 及川千遥）
「私の高３の一年は、勉強も部活も文化祭も充実させられるよう、毎日努めるという一年にする。
苦しいとき、楽しみすぎたときに、これを書いているときの自分の気持ちを振り返って、気持ちを引
きしめていきたいと思う。」
（７組 大崎琴美）

「高校生活最後の年度は、部活、勉強とも良い結果で終わりたいです。部活は、県大会出場に向け
日々の努力を惜しまず、勉強では第一志望校合格を考え毎日生活していきたいと思います。」（７組
小椋晴貴）
「目標は国公立の大学に合格することです。目標を実現するために自分よりも下の人は見ない s
で、上だけを見て現状に満足せずに努力し続けるようにしたいです。あと、部活も後悔しないように
頑張ります」
（７組 叶有作）
「今年は今までよりも現実的、具体的に目標を決めていきたいです。毎月模試があるので、毎テス
トごとに偏差値２ずつ上げるくらいの勢いで頑張ります。常に計画性を持ち、やることを明確にして
コツコツ勉強します。
」
（８組 宇佐神彩子）
「高校生になり、あっという間に 3 年生になりました。今年度は受験生として 1，2 年生で足り
なかったところを補いつつ受験に向かって意識を高め、勉強に取り組みたいです。
」
（８組 遠藤清）
「進級できて良かった。今年は赤点を取ることは無いのはもちろんのこと、受験に向けての勉強を
毎日しっかりやっていきたい。勉強も部活も良い結果を出せるよう頑張る。」
（８組

遠藤竜成）

「第一志望に合格するために、これからどんどん勉強量を増やす。今までの模試で自分の弱点を見
つけ、効率良くやる。夏から二次対策を始めたいので、基礎を怠らない。
」
（８組 大橋颯人）
「3 年生になり、センター試験まで 290 日を切った中、自分は国数英だけでなく、物理、地理に
も力を入れていきたいと思います。また、数ⅠＡ，ⅡＢも復習して忘れないようにしていきたいです。」
（８組

岡江智弘）

「私の決意表明は、部活と勉強どちらも悔いが残らないように努力することです。最後の大会では
全力を出し切れるように、そして受験では行きたい大学に行けるように、頑張りたいです。」
（８組

菅

野佑介）
「いよいよ 3 学年がスタートしました。今年は新年号にもなり大きく時代が変化していくこの時
に、新たな時代を切り拓けるような人になれるよう、懸命に勉強し、未来へ進んでいきたいです。」
（８組

小泉佑輔）

「最後までやり抜く。勉強、部活を含めたあらゆることをやり抜く。途中で投げ出さない。1 本の真
の通った１年にする。強い芯を持つ。走り切る。」
（8 組

５月

曜日

行

事

等

８日 水

週末課題等の予定 朝学習

国・英提出

９日 木

英語
数学

１０日 金 月曜日の授業実施日（短縮４校時）

国語

１１日 土
１２日 日
１３日 月 面接週間（４５分授業、～5/31）
１４日 火 安積高校との野球定期戦

午前中４５分４時間授業の後、
昼食を済ませて開成山球場に移

国語

レモニーがあり、１３：４５には

数学課題提出
数学課題テスト

国語

246

数学

245
244
243

１９日 日

保護者の皆様へ

との定期戦です。

動します。１３：３０から開式セ

数学

英語提出

恒例となった安積高校野球部

250

１８日 土

２０日 月 県大会壮行会

☆５／１４(火)「野球定期戦」

数学
英語

PTA専門委員会

255
254
253
252
251

数学提出

１５日 水 生徒会役員選挙公示

１７日 金

センターまで

249
248
247

数学提出

１６日 木

笹島和輝）

試合開始の予定です。
保護者の皆様の観覧も可能で
す。ぜひ生徒たちと共に応援しま
せんか。
（雨天中止の判断は 8:00、
11:00 に行います。）

来月の予定です。ぜひ、スケジュールに入れてください。

◎第３学年保護者会・進路講演会：６月１３日(木)午後、本校第一体育館
◎校内合唱コンクール：６月２７日(木)、郡山市民文化センター大ホール

