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１９号ゆ～かり～ぶす
兵庫高等学校第３学年

減り上り

M. T.学年主任

タイトルは「メリカリ」と読みます。語源由来辞典によると，メリハリ（ 減り張り」ある「

いは「乙張り」と書く）はメリカリが転じた言葉で，メリカリとは低い音を「減り（めり ，）」

高い音を「上り（かり 」と呼んでいた邦楽用語だそうです 「メリハリ」は現在では音以外） 。

にもいろんな場面で使われています。

何をするにせよ「メリハリ」はとっても大切です。皆さんにとってこれからの 年間は特に1

「 」 。 。メリハリ が必要です － をしっかり切り替えながら学校生活を楽しんでくださいON OFF

「部活動や学校行事などに全力で取り組み，第一志望は譲らない」

を合言葉に“兵庫高校生らしい” 年間を過ごして欲しいと願って1

います。学年団は少し変わりましたが，皆さんがやるべきことは何

も変わりません。 回生の応援団長として全力で応援し続けます。67

頑張ってください。

卒業生講話
３月１８日

国公立大学前期入試を見事に突破し

た６６回生の先輩方から、日々の学習

と高校生活についての貴重な体験を語

っていただきました。

文系は大阪大学３名、京都府立大学

兵庫教育大学各１名。理系は北海道大

学、京都大学、名古屋大学、神戸大学

大阪大学各１名。

大事な事なので●回言いました
T. T.

冗談でよく使っていても、本当に何度も言

われると嫌になってくる。予習復習や小テス

トを大事にしろだとか、基礎が大事だから何

回も同じ問題集をやれとか、学校でも塾でも

色々な人から何度も言われている。もう聞き

飽きたと思うこともある。しかし、何度も言

われるのはそれだけ大切な事だからなのだと

先輩方の体験を聞いて改めて感じた。同じ事

、 「 」でも 普段聞くのとは違う 生徒からの視点

での話を聞く事ができて講話が終わった時に

は自然と 帰ったら勉強しよう と思う事がで, ,

きた。長期休みは怠けがちな私にとっては自

分に喝を入れるよい機会になったと思う。

先輩方のアドバイス
A. N.

私は神戸大学工学部を志望しているのです

が、今回はその神戸大学工学部に受かった先

輩や、その他いろいろな大学に受かった先輩
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方の、冬休みやこれからの過ごし方、勉強の

仕方、受験当時の状況などのアドバイスを聞

けてとても勉強になりました。

先輩方のアドバイスを活かし、自分も先輩

達のように現役で大学合格出来るように頑張

りたいと思いました。

C. Y.

先輩方のお話はとてもいい刺激になりまし

た。いままで進路のお話を先生にしていただ

いても、いまいち実感がわかなかったのです

が、 つ上の先輩のお話は つ つの言葉が1 1 1

現実味を帯びて自分に迫ってきてモチベーシ

ョンがとても上がりました。

最近、受験生と言われるようになってよう

やく焦り出したので、もう少し勉強がんばろ

うと思います。 年生は部活も勉強も悔いの3

ない 年にします。1

M. B.

私は入学してから今まで、大学に入ること

ができたらいいという漠然とした目標しかあ

りませんでした。しかし、先日の講演や現役

合格した先輩の姿を見て、志望校のことなど

を真剣に考えるようになりました。

現役合格するためにこれまで以上に勉強に

熱心に取り組みたいと思います。また、高校

での最後の行事も兵庫生らしく全力で楽しみ

ます！

抱負＆決意どんな３年生になる？

私はこの一年間を、無駄のない学校生活にしたいです。今日やるって決めたことを

妥協せずに、全部できたら達成感もあるし充実した一日になると思うので、毎日をそ

んな日にし たいと思います。

後悔なく卒業できるように、一年間楽しみます！

R. I.

３年になって心がけたいことは、一日一日

を大切に過ごしていくことです。受験生なの

で勉強はもちろんのこと、部活や行事にも全

力で取り組みたいと思います。切り替えをう

まくして、高校生活の最高の締めくくりをし

ていきます。

N. S.

三年生といえば受験。みんなの頭の中にもこの二文字は必ずあるでしょう。新しい

クラスも決まり、満足している人、そうでない人いろいろいるでしょうが、受験は団体

戦。全員が笑って終われるよう競い合って頑張りましょう。

また、高校生活最後の年なので、一日一日を大切に、思い出多い一年にしたいです。

M. O.
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僕は高校最後の一年として勉強と部活のメリハリをつけた生活を

送りたいと思います。

今までは部活でしんどいから今日は勉強はいいかなと思う日もあ

ったけど、これからは部活は部活、 勉強は勉強として頑張りたい

と思います。

K. S.

どんな 年生になる？というテーマで、私が思い浮かぶのは つです。それは、行3 1

事を楽しめる 年生になることです。ありきたりな返答かもしれないですが、文化祭3

でも体育祭でも何でも今年以降はもうする機会がないし、友達やクラスの人達と一緒

に何かすることもそうないので、私はそうなりたいなと思っております。

T. M.

三年生になるとそこから始まる毎日の日々は兵庫高校で

過ごす最後となります。実際、全然実感が沸かないもの

です。でも、大人になるための大きな分岐点の一つを目前

にしていることは確かです。そう考えると急に実感が湧い

てきます。 あと、少しなんだなって……

だからこそ、残りの高校生活を全力で楽しんで自分の将

!!!来がもっと明るいものになるように頑張っていきたい

T. N. ～高校生ラスト～

私の三年生の目標は、受験生としての自

覚を持ち勉強に励むだけでなく、行事にも

積極的に取り組むことです。ただ勉強する ついに私たちは高校 年生になり3

だけでなく、兵庫高校でしかできないこと ます。今までの先輩たちのように

を存分に楽しみ、常に周囲への感謝の気持 下級生の良き目標や手本となる先

ちを忘れずに過ごしたいです。 輩になりたいです。もう総体も近

づき受験生になった今、 つの目1

標に向かって 日 日を大切にしF. K. 1 1

努力していこうと思います。今ま

で高校生活を楽しんだぶん勉強も

私は今まで、高校の授業のペースに慣れず 部活も共に悔いの残らない 年に1

高校から始めた部活動では不安な日々を過ごし したいです。

てきました。最高学年となり、さらに両立が難

T. I.しくなりますが、自分が頑張ってきたことを出

し切れる三年生に私はなりたいです。

A. O.
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、 年生の時は嫌なことからひたすら1 2

目を背けてきた気がします。この原稿もず 私は、切り替えができる三年生になり

っと後回しにしてて、締め切り当日になっ たいと思います。三年生は受験生とし

て途方に暮れてます。反省してます。 ての自覚を持ち、勉強に励まなければ

年生では嫌なことも逃げずに頑張りた なりません。そのためにも部活や休憩3

いです。行事なども最後なので全力で取り と、勉強の切り替えができるようにな

組みたいです。 りたいです

R. S.

M. N.

∽∞∽∞ ∽∞∽∞１学期の予定

《部活動や学校行事などに全力で取り組み，第一志望は譲らない》をモットーに、この

、【 】 。1年の受験マラソンを悔いなく完走しようと考えるなら 鳥の目 をもつことが大事です

行事や、定期考査、模試そして中間考査以降実施される補習などを自分の勉強計画の軸

に据えて、しっかり力を蓄えよう。

(日) 文化祭準備 (水)4/27 7/2

(月) 文化祭（校内祭） 期末考査4/28

(土) 文化祭（一般祭） (火)4/29 7/8

(日) 代 休 (水) 球技大会4/30 7/9

(木) 床磨き7/10

(木) 定期戦 (金) 合唱大会5/8 7/11

(金) (土) 全国記述模試・卒業生講話5/23 7/12

中間考査 (月) 合唱大会決勝7/14

(木) (火) (木) 全国記述模試5/29 7/15 or17

(金) 代 休5/30

(火)～ (木) 夏季前期講習7/22 31

(月) 補習開始6/2

〈校外〉～ (日) 全国マーク模試8/10

(金) 全国マーク模試〈国語 〉 (月)～ (木) 夏季後期講習6/8 8/18 28放課後

(日) 全国マーク模試6/10

季節の言葉

せいめい〔二十四節気〕清明
すべてのものが清らかで生き生きする頃のこと。

〔七十二候〕玄鳥至る（つばめきたる） 4 4 8月 日～ 日

海を渡って、つばめが南からやってくる頃。


