山形県立米沢興譲館高等学校

にしながら、充実した学校生活を送っていきたいです。３学期では自分としっかり向き合って、
２年生の最初で良いスタートをきれるようにしたいです。
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１年２組

２０１５.１２. ２５（金）発行

Ｈ・Ｃさん

今年１年間を振り返ってみると、あっという間でした。この１年で
特に印象に残っているのは東北大会に行けたことです。県大会で米商

「今年を振り返って
１年１組

＆

来年の抱負」

に勝つために遠征や合宿をしました。本番では米商に勝ち、６年ぶり
に東北大会への切符を手にすることができました。東北大会では対戦
校のレベルの高さに圧倒されました。一勝もすることができず悔しい

Ｋ・Ｍさん
興譲館に入学して、生活がガラリと変わりました。私が毎日感
じていることは「興譲館に入って良かった」ということです。仲
間が頑張っているところを見て、自分ももっと頑張らないと！と
思うことができます。こんなに素敵な人達がたくさんいるなんて、
私は幸せ者だと思っています。私はまだ将来の夢が決まっておら
ず、目標がはっきりとしていません。来年は夢を探しながら生活

思いをしましたが、チームの課題や個人の課題を見つけることができ、
収穫は多かったと思います。来年の高校総体で東北大会、そして全国
大会に行くためにホッケー部全員で頑張ります！！また、部活だけで
なく学習にも力を入れていきます。私は特に国語が苦手なので、国語を頑張ります。地道にコツ
コツ、毎日努力を積み重ね、力をつけていきたいです。
１年３組

Ａ・Ｒさん

したいです。２年生になったら特に勉強を頑張ります。今は得意

今年はいろいろなことが起こった年だと思います。高校生として慣れないながらも楽しい生活

教科と苦手教科の差が激しいので冬のうちに基礎をしっかりとさせて、来年からまた新たな気持

をして、初めて部活として弓道も始めました。勉強も部活も最近ようやく慣れて生活の一部にな

ちでスタートしたいです。仲間と過ごす毎日を大切にし、それを原動力として良い高校生活にし

っているように思います。特に私は部活が楽しいです。同学年も先輩も優しくて面白い人たちば

ます。

かりです。部活が毎日の刺激です。友達からは少し引かれていて悲しいです。来年から科系も分

１年１組

Ｔ・Ｒさん

ところでみなさんは、現在、何月何日かご存じでしょうか。１１月１７日くらいかなと思って
いるでしょうが、もう１２月の下旬に差しかかっています。本当に高校生活の時の流れは速いと

かれて、より忙しくなって大変だと思います。でも、それもきっと楽しいと思っています。将来
のことはまだまだ決まっていないけれど、気を抜かず、これからも頑張ります。
１年３組

Ｓ・Ｈさん

僕も改めて実感しました。また、今年はどんな年だったか思い返すと、“なんとなく過ごしてい

今年を振り返ると、たくさんのことがありました。興譲館に入学するための受験勉強をしたの

た年”だったと思います。授業をなんとなくうけていて、宿題・予習もやってきたりやらなかっ

も、この学年ができあがったのも今年でした。そう考えると一年の長さを実感します。入学して

たりしていました。そして最初に述べたように、高校生活はボルトのように速いので、このまま

からは、学校に慣れることや学習習慣を身につけることを第一の目標にしていました。その点で

では来年になって、自分がなると思った事、自分がやると思った事が実現できないと思いました。

は、だいぶ達成できたと思います。これからはこの身につけたものを活かし、学力を向上させな

ですので、来年はどういう一年にするか、漢字一文字で表してみます。それは「城」という漢字

ければならないので、来年は身につく勉強をしていきたいと思います。今年は充実した一年にな

です。なぜ城という漢字かというと、城は長い年月をかけて、多くの人が建てるもので、僕自身

りました。みなさん、来年もよろしくお願いします。

も長い年月をかけて周りに迷惑をかけるけれど大きくなっていく年にするからです。来年を良い
年にします。
１年２組

Ｋ・Ｄさん

２０１５年もあと少し。高校生活はあっという間に過ぎていきます。４

１年４組

Ｓ・Ｒさん

今年は良い一年になったと思いました。僕がこれま
で生きてきた中で一番勉強した年になりました。最初
のうちは課題が多く慣れない生活をしていましたが、

月の入学式から今まで、様々なことがありましたが、今年は勉強について

「四点固定」を意識してからは生活習慣を戻すことが

反省する点が多かったと思います。部活で疲れて集中して勉強できない、

でき、始めのうちは「作業」に近かったものも「学習」

計画的に課題に取り組めない、復習をしていないなど、改善すべき所があ

へと変えることができました。苦しい勉強の中にも体

ります。このようなことをきちんとできなかったことがテストの結果に表

育祭、文化祭といった行事もあり、良い思い出もでき

れています。これらを改善し、２０１６年以降は頑張っていきます。また、

ました。来年はより勉強をし、その一方で部活でも努

今のクラスはあと３か月で終わりになってしまいます。残りの時間を大切

力していき、今年よりも良い一年にしたいです。

１年４組

Ｔ・Ｒさん

私自身も痛切に賢くありたいと思う。ではどうすればなれるのか。それも教えこまれた。「よく
私にとって今年は後悔が残る年でした。勉強では、復習が

物事を考える」のである。父に言わせれば「勉強ができても賢くないやつは無価値」なのだ。そ

しっかりできていない、理解できていない部分があり、テス

れはその通りだ。学んでも頭を使ってどのように役立てるかを考えなければ意味がない。だから

トで満足できない結果として返ってきてしまいました。しか

私は「よく物事を考えること」を抱負のひとつとして掲げたい。

し、それは自分の努力不足でまだまだ改善できる点があると

長々と抱負を述べたが、来年したいことはもっともっと山ほどある。読んだことのない本を読

いうことだと思います。また、私は進路が決まっていません。

んでみたいし行ったことのない本屋さんにも行ってみたい。考えただけでも新しい年が楽しみで

自分の将来の夢を見つけ、それになろうとすることが原動力

仕方がない。精一杯ジャネの法則に逆らおうと思う。

になると思います。でも、夢を簡単に決めるのも、いつまで
も決められないのも後悔することになります。私はこの冬休
みで自分と向き合ってやりたいことを決めたいと思います。来年は、受験のことも今以上に考え
ることが必要になる大切な年だと思うので、充実していたと胸を張って言えるような年にしたい
と思います！！
１年５組

１年５組

Ｈ・Ｔさん

興譲館に入学して、早くも一年が明けようとしている。高
校生活もあっという間に過ぎていくのだろうなあという思い
をしみじみと感じる。そんな中、今年を振り返るにあたって、
一年を漢字一文字で表したいと思う。自己評価して一文字を
選ぶなら私は「怠」を選ぶ。自分でも分かるほど今年はたる

Ｋ・Ｓさん

みなさんは「ジャネの法則」をご存じだろうか。この法則は「年をとればとるほど時間の経過

んでいたし、テストの点数もかなり悪かった。正直、このま

を早く感じてしまう」という心理現象を指す。ジャネはこのように表現した。「人が感じる時間

までは駄目だと思った。志望校の選択肢を増やすこともでき

の長さは自分の年齢の逆数に比例する」例えば１０歳の子供が感じる１年の時間は、３０歳の大

ない。これらのことから、私は来年の抱負を「昇」で表した

人の１／３の時間感覚で過ぎていくということだ。これは実験において「時間の感覚は、その時

い。横山先生の好きな四字熟語で言うなら「自己改革」だろうか。現状を改善し、自分の気持ち

間内にした新しい経験の量に関係している」と確かめられている。

と位置を上昇させる。そのために、私は少しずつではあるが自分の課題（宿題ではない）に取り

さて、今年の反省を書こう。詳しい事は来年の抱負で述べるとして、最初はさらっと振り返っ
てみようと思う。私はこの１年がとても遅く感じられた。先程紹介した実験をふまえれば、今年
は新しい経験の量が多かったと言える。実にその通りだ。硬かったローファーが馴染んでいく間
にとても多くの新しいことを経験した。中学生の頃とは比べものにならないほどの課題の量や授
業の進度やレベル。給食が無くなったということも私にとっては大きな事件である。周りには新
しいクラスメイト、新しい先輩、新しい先生。全てが新しい環境の中で経験した多くのものが私
に１年を「遅い」と感じさせるのだろう。ひとことで言えば「充実した１年」であった。
次は来年の抱負について書こうと思う。渡された原稿には「学習について」という注意書きは
なかったがいかんせんここは興譲館である。これを読んだ母に怒られるのは遠慮したいので立派
な抱負を書くことにしよう。私の抱負は２つある。１つ目は「英語の課題に真剣に取り組むこと」
だ。今までは答えをチラ見するなどという生ぬるい学習であった。テストが思うような結果でな
くても目を背けていた。それではいけないと本当に思う。＋αの学習もすべきなのだろうが、ま
ずは確実にしっかりと学習して来年の目標である「英語を得意
教科にすること」を達成する。
（ちなみに抱負と目標はまったく
の別物である。ぜひ辞書で調べていただきたい。
）２つ目は「賢
くなる」という目標を達成するために「よく物事を考えること」
だ。「賢くなる」は我が家の家訓ともいうべき言葉だ。「賢い」
と「頭が良い」は違うとみっちり教えこまれた。しかしまだ私
は賢くなれていない。実に悔しい。私の両親においての賢さと

組んでいる。四ヶ月後には、私たちは二年生になる。新学年として気持ち新たに、勉強・部活・
学校生活と頑張っていきたい。
１年２組

担任

後藤 美穂

２０１５年を振り返って最初に頭に浮かぶのは「面白かった」ということです（滑稽ではなく
て興味深いという意味で）
。
今さらですが、私は地理歴史科の教員です。今年度は地理と日本史担当なので１年生の授業は
ＦＳの「社会と科学」コースに顔を出す程度。自分の得意分野から関わりを持つことができない
のは、さびしいなあと思っていました。でも、興譲館は授業だけなく、部活、行事、掃除、毎日
のコミュニケーション、学校生活全てが人間成長の
きっかけになる学校です。授業が持てなくて残念な
気持ちがあったことを忘れるくらい、1 人 1 人の個
性が見える 8 カ月でした。弓道部や音楽部だけでな
く、色んな部活を見学して教室の中とは違う表情が
見えて「面白かった」。体育祭でまさかの総合優勝、
合唱コンクールでのハーモニー、興譲祭でのスター
ウォーズ＆胸キュン装飾、芋煮会などの団結力も
「面白かった」。ちょっとだけ日本史、地理、世界
史の授業ができて「面白かった」。

は、自分のことは自分でできて全てのことを深く考えられる力

結びに…。突然のご指名にも関わらず「素直な反省」や「来年への熱き思い」を書いてくれた皆

をいう。両親に３日に１度怒られて賢くなれと教えられる。

と美穂先生に感謝します。私も来年は５０歳ですが、ジャネの法則に逆らってみようかな？横山
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清掃（15分）

以前、お知らせしました「２月の学研ハイレベル模試」の日程を訂正します。
誤「２月６日（土）」 →

正「２月１３日（土）」

大変すいませんでした。

１２月２０日に行われた「地区アンサンブルコンクール」で出場した３団体が、すべて金賞を
受賞し、２０１６年１月１６～１７日に酒田市で行われる県大会出場が決定しました。
新年、最初の大会です。ぜひ素晴らしい「調べ」で観客を魅了するとともに、東北・全国への
切符をゲットしてきて下さい。学年主任 ＆ 少しだけ吹研ＯＢからの激励でした？

６月１２日（金） ２組 Ｙ・Ｋさん
３年生とサッカーをし、負けてしまった……。でも、みんなと楽しめたので良かったと思いま
す。女子バレーの試合がとてもかっこよかったです。（サーブやレシーブが完璧すぎて）来年
はベスト５を目指して頑張りたいです。最後の長縄は、学校最高点を出してしまった……。結
果……総合優勝！！！！！
（びっくりしました。Ｋ・Ａ、Ｔ・ＡのダブルＡがすごいと思いました。総合優勝、まさか
ここまでやるとは思いませんでしたよ～。みんなすごい力あるね！おつかれさまでした。
）

各クラスの学級日誌から
４月に興譲館高校に入学してから早いもので、もうすぐ２０１５年が終わろうとしています。
８か月の間にあったたくさんのことをみんなが日々書いている学級日誌から取り出してみまし
た（担任の先生のコメント付き）
。あの日あの時こんなことがあったと思いだしながら、今年を
振り返ってみましょう。
４月８日（水） １組 Ｉ・Ｍさん
今日は普通登校初日で、さっそく課題テストがあり、学校に着いたらもうみんなが自習に取り
組んでいて、私も頑張っていこうと思いました。また、自治会・忚援団入会式では、先輩方の
迫力ある忚援を聞けて、部活動説明では楽しく説明してくださる先輩方を見て、勉強以外の面
でもたくさんのことに真剣に取り組みたいと思いました！
（一日中話をきくことがた～くさんあって疲れていただろうに、前向きコメントいいですね。
たのしい高校生活にしましょう！）
４月１４日（火） ３組 Ｉ・Ｍさん
今日から全日程授業。多くの授業で自己紹介をして少し疲れた。クラスでは今日も欠席者、遅
刻者がいなかった。今日も元気に明るく過ごせた。宿題や課題がでた教科もあるので、時間を
しっかりと確保し予習復習などと合わせて頑張りたい。３日目、最終日の忚援練習では、しっ
かりと皆忚援を頑張ることができ、無事真の興譲館生となることができた。明日も頑張ってい
こー！
（真の興譲館生として生活習慣を整え毎日楽しい学校生活を送れるようにしよう。）
５月２７日（水） ３組 Ｔ・Ｔさん
みんな集中して授業を受けていたと思う。現社では班で話し合ったりして、いい雰囲気で授業
ができたと思います。個人的には安部先生の美術がとても楽しかったです。自分の好きな絵を
思う存分描くことができました。他の人の絵を見ると、色を使っていなかったり鉛筆をうまく
使っていたりと、色々おもしろいなあと思いました。とても楽しい一日でした。
（どうもありがとう。絵を描くのは楽しいよね。そして、知らなかったことが分かったり、
本当に無限の分野だよ。次回もお楽しみに。明日も頑張れ～。）（教育実習生・安部先生）
５月２８日（木） ５組 Ｎ・Ｔさん
今日は２教科で教育実習生の先生方の授業を受けて、２人ともとてもスムーズで面白かったで
す。
（わ～い、ありがとう。今日からあと一週間で実習が終わってしまう先生もいるので、話し
たいことがある人はぜひ突撃してみましょー。）（教育実習生・黒田先生）

６月２２日（月） ３組 Ｏ・Ｙさん
「～の課題終わんね～。」「あ！課題やってない！」こういう声がよくクラス内で聞こえます。
一人一人理由があってできないのかもしれないけど、課題は最低ラインだと思うので、自分も
含め、課題を忘れないようになるといいと思います。まもなくテストになるので、クラスで良
い雰囲気が作れたらいいです。７校時も大元気な３組ならできる！！
（こういう高い意識をもつ人が増えるといいね。というか増えてほしいな。
）
７月９日（木） １組 Ｋ・Ｃさん
昨日のＦＷは雨だったのでテンション下がりました。教えてもらった植物の名前、ゴゼンタチ
バナしか覚えてない……。すごく疲れました。今日はテストがたくさん返ってきました。物理
の点数がよかったのでうれしかったです。いつも「次のテストがんばるぞ！」って思って気づ
くとテスト３日前……って感じです。土曜の模試がんばります！
（ゴゼンタチバナ、とあとチングルマっていう黄色い花見ました。とりあえず、校章の由来
が知れただけでもよしとしよう。）
８月２８日（金） ５組 Ｎ・Ｒさん
興譲祭、とっっっっても楽しかったです！食べ物は安くておいしいし、おばけやしきは初めて
だったので入る前は心臓がドキドキしましたが、出てきた後はさらにドキドキして、手が震え
ました。最後みんなで「全力少年」を歌った時は「THE 青春」！！という感じでした。最高
の思い出になりました。
（合唱コンクール入賞をはじめ、みんなの協力があって興譲祭は大成功に終わりました。グ
ッジョブ！おつかれさん。
）
９月２４日（木） ３組 Ｓ・Ｈさん
今日は連休すぐの登校日だった。ですから、すこし疲れぎみの人がたくさんいて早退者や保健
室に行ったりと午後は多くの人がいませんでした。ゆっくり休んで頂きたいです。また、７時
限目に選挙や講演があり活力をもらったと思います。坂野先生には短い間でしたが大変お世話
になったのでお礼を言いたいです。また、講演もためになったので将来につなげたいです。
（いいお話でしたね。すばらしい先輩の話を聞いて、何を考えたか。必ず将来につなげてく
ださい。）

１０月２１日（水） ４組 Ｓ・Ｍさん
今日は天気が良くて気持ちよかったせいなのか、眠そうな人や寝ている人が多く見られました。
明日は直せるといいなと思います。そして、昨日のテストが返却されました……。結果は全然
ダメだったので、しっかり復習して、次何かの機会で出題された時に解けるよう頑張ります。
そして、高鍋高校の高校生、先生が来校しました！吹研は演奏でお出迎えしました。短い期間
ですが、交流できたらいいです。
（今回は来ていただきました。４組には来ませんが部活などで仲良くして下さいね。
）
１１月３０日（月） １組 Ｕ・Ｔさん
今日はテストが数教科返ってきました。勉強した部分はしっかり点が取れていてよかったです。
定期テストは課題も大事だけれど授業で言っていたことを聞き逃さないのが重要だなーと思
いました。今日、得意な教科がほぼ返ってきてしまって明日からがゆううつです。ＴＳＴは、
知らない人とはあまり話せませんでしたが、理数科の雰囲気を知れて、科学についてもたくさ
ん面白いことを知れました。二学期もあと１ヶ月なので、もっとがんばりたいと思います。
（おお、英語も得意に入っててうれしい。がんばったよね、Ｔ！ＴＳＴ、たのしめたようで
よかったね！）
１２月２日（水） ２組 Ｇ・Ｈさん
今日は現代文で自分が作った短歌の発表がありました。他の人は恋の気持ちを短歌にしたりし
ていてうまいなあと思いました。青春だなあと思いました。次は古文でも短歌を作るそうなの
で挑戦してみようかなと思います。
（いつみ先生からちらちら見せてもらいました。いやあキラキラした短歌で、心があったか
くなりました。
）
１２月１７日（木） ４組 Ｓ・Ａさん
今までの人生で一番焦った出来事は？
高校受験の時です……。南米沢駅でおりた後、前の人についていったら、山大工学部のほうに
歩いていってしまい、ギリギリのところで会場に着きました……（五分前）。方向音痴がたた
りました。どうにかして克服したいです……。脱方向音痴！！
今日はケーキ作り。とてもおいしかったです。生クリームにスポンジにいちご……、準備あり
がとうございました。先生チョコたべたかったのに、ふつうの生クリームになっちゃってすみ
ません。私たちの班は渡部先生にケーキをもっていきました。とても喜んでくださってうれし
かったです。チョコクリームが降ってきたりしていろいろハプニングもありましたが、いい思
い出です！！
（楽しそうでよかったですね。なぜチョコがついたのか不思議でした。私はおいしく１／６
コをたべました。１ホールのわけないじゃん！！）
２０１５年も残すところあと一週間。今年はどんな年でしたか？来年はどんな年になるでしょ
う？冬休みの間にじっくり考え、年末と新年を迎えてください。１月に会う時には今よりちょっ
と成長した皆さんになっていることを期待します。

