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２７号ゆ～かり～ぶす
兵庫高等学校第３学年

シリーズ

の先生針路 進路しんろ

松明(たいまつ)は自分の手で
Y.M.進路指導部

センター試験まで残り 日を切り国公立大前期試験まで４ヶ月、これからが胸突き八丁、100

合格を手にするため自分の全てを注ぎ込む、そんな日々を送っているに違いない君たち 回67

生に 「松明(たいまつ)は自分の手で」 の言葉を伝えたい。、
これは「世界のホンダ 、本田技研工業を小さな町工場時代から創業者の本田宗一郎氏と共」

に二人三脚で世界的な企業に育て上げた藤沢武夫氏の有名な言葉です。
他者が照らし出す「松明の明かり」でなく、自ら掲げる「松明」の明かりだけを頼りに暗闇

を歩み続ける、大学受験とはそのような覚悟と不動の決意を伴うものです。
塾・予備校のいろいろな情報は、つまり「他者の松明」と言えるでしょう。 君たちが今、手
に持つ「松明」は第一志望校への強い思いであり、志望校合格後に描く自らの新しい人生にほ
かなりません。どんなに苦しくてもどんなに迷っても、その「松明」は自分の手に持ち続け歩
んで行かなければなりません。誰のためでもない、自分自身のために。健闘を祈ります。
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天候にも恵ま

れ 〈非日常〉、

を満喫した１

日でした。

さいっこうの一日
Y.K.２組

最後の行事、 が終わってしまった…USJ

新しくできたハリーポッターが楽しみで楽し
みで、ハリーポッター風な服をきて行きまし
た！完成度はおいといて、もうめちゃくちゃ
楽しかった！！

やっぱり、息抜きは必要だー！
でも、アトラクション苦手症は相変わらず

w発症してしまいました…。
ハリーポッターの世界に住み着きたいです
（＾∇＾）

まとめると、さいっこうの一日でした！
百味ビーンズは、殺人級です。
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切り替えて、さあ！
1 K.T.組

校外学習で 年生が に行くのは前か3 USJ

ら知っていて、とても楽しみにしていた行事
の つでした。 回生の日頃の行いがいい1 67

からか？笑 心配されていた雨は降らず、ア
トラクションやホラーナイトなど思う存分楽
しめました♡行事が終わっていくにつれて、
受験に対する不安や焦り、卒業に対する寂し
さは募るばかりですが、これからの時期は大
切だと思うので切り替えて、学年全体でも頑
張っていきたいです！

また行きたい
A.S.３組

、前日から気合い十分で迎えた 遠足はUSJ

わたしにとって最高の思い出になりました。
平日で空いていたぶんたくさんアトラクシ

ョンに乗れたし、楽しみにしていたハリーポ
ッターやホラーナイトなどは、どちらも建物
や人のクオリティーの高さに驚きました。
特に、夜に現れたゾンビが思っていたより

リアルで、目が会うと叫びながら寄ってくる
のがとても恐かったです。
ホラー系のアトラクションでは、頭の上から
ゾンビが出てきてびびってしまったのでまた
リベンジしたいと思いました。

久しぶりに友達と遊べて本当に楽しかった
し、最後に乗ったハリドリは最前列で夜景が
すごく綺麗で、最高の締めくくりもできて一
日中おもいっきり満喫できました。

行事が全部終わってすこし寂しいけれど、
ちゃんと志望校に受かって、来年もまた行け
るように頑張ります！

高校最後の遠足、USJに行って
Y.O.４組

回生のメンバーで行く最後の大きな行67

事である 遠足は印象に残る楽しい思いUSJ

出になりました。
実は遊園地が嫌いであまり乗り気でなかっ

たのですが、特有の雰囲気や刺激的なアトラ
クション、そして友達との話などでとても楽
しむことができました。その中でも特にバイ
オハザードが記憶に残りました。完璧に成り
きったゾンビ達にはスリルを感じました。

楽しかった行事も終わり、僕たちはいよい
よ大学入試が近づいて来ています。今まで一
緒に楽しんできたこの学年全員で受験を乗り
切りたいです。

満喫！
Y.K.５組

雨の予報ではあったが、思いの外晴れた中
で実施された 。目的であった映画政策やUSJ

その舞台裏の見学はなかなか困難ではあった
が、班行動を通じクラスの友人との交流を深
めることはできたように思う。ほかにも、ジ
ェットコースターで最高点から急降下すると
きは位置エネルギーが運動エネルギーに変わ
っているのが、また、 メガネをよく見る3D

と偏光レンズが使われているのがわかり、物
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理も満喫◎ホラーナイトではいっぱい叫んで
スッキリ！切り替えて勉強がんばります。

僕はチキンだ。
7 T.O.組

ハリーポッター。これがすべての始まりだ
った……。無駄に綺麗な映像。無駄に激しい
動き。それらが僕の吐き気を催した 「闘技。
場へ急ごう！」という声がしたが僕は出口へ

。 。急ぎたかった そこからは何も覚えていない
気がつくとゲームコーナーにいた。ボールを
投げて投げて投げ続けた。財布から樋口一葉
さんが消えていた。次にスパイダーマンに乗
った 「なぜここに来たんだ 」スパイダー。 。
マン、僕が聞きたい。わけもわからず熱風や
水をかけられ、ビルから落ちた。
ジョーズの船長の演技がジョーズだった。プ
フッ そして今、僕は自習室にいる。今..........

日もいい
天気だ。

楽しかったUSJ♪
6 M.F.組

いよいよ ！！待ちに待った日。何日USJ

、 、も前から 友達とどこへ行きたいかを相談し
わくわくしながら、やっとその日を迎えまし
た。

一番楽しかったのは、やはり、初めて行っ
たハリーポッターの世界。映画のワンシーン
の中に入り込んだような異空間の中で、アト
ラクションに乗り、ハイテンションで友達と
大騒ぎをしました。一日を通して、友達とゆ
っくり話をしたり、思いっきり笑ったりでき
たことは、私にとって、思い出深いものとな
りました。

この行事が終わると、高校生活も残りわず
かとなりますが、友達との日々を大切に過ご
していきたいと思います。

教室の窓から・・・
其の二 数 学

頭の体操

次の問題を考えてください。設定は非常に
シンプルです。

サイコロを 回または 回投げ、最後に出1 2

た目の数を得点とするゲームを考えましょ
う。

回投げて出た目を見たうえで、 回目を1 2

投げるか投げないかを決める。どのように決
めたら有利でしょうか？
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「そんなもん 回も投げれば の目を出せ2 6

る自信がある」と考える人もいるでしょう。
確かにそうかもしれませんが、本当に の目6

を出せますか？これは数学の問題ですから、
感覚や自信だけで答えを出すのではなく、じ
っくりと考えて根拠をはっきりさせてから答
えを出しましょう。

さらに問題です。
上と同様のゲームで 回投げることも許さ3

れるとしたら、 回目、 回目を投げるか投2 3

げないかはどのように決めれば有利でしょう
か？

難しく感じるかもしれませんが、よく考え
て少し計算すれば答えは出ます。

これは数学の問題ですが、みなさんはよく
考えてから行動していますか？受験勉強が忙
しく、すぐ目の前のことだけを考えがちだと
思いますが、冷静に考えて自分の行っている
選択は正しいと言えますか？

これは数学の問題ではないので、正しい答
。 。えはないと思います 一度しかない人生です

後悔のない選択をしてください。

ゆーとおり世代
自分で考えず、決断しない人たちを

言う。他人の決めたことに従い、責任
から逃れる技にたけている人。

作者( 歳)は「 ゆとり世代』にどっぷ44 『

りつかった若い世代」の会社の後輩らを見

ていてひらめいた 「いい子なんだけど、。

言われるままなんですよね 」。

追焚き増税
一気に熱い風呂には入れないが、徐

々に慣れれば平気であるように、徐々
に税率を上げて購買意欲の低下やパニ
ックを防ぐやり方。

「徐々に慣らされていく状況が納得でき

ず、なんだか『やられた！』という気持

ちがあって」と作者( 歳)。47

以上は、時代を反映した新しい言葉を募
【「 」 】集する 創作時事用語 コンテスト 2014

の最優秀賞と優秀賞の２作品です （朝日。
新聞 掲載）9/25

みんなは「ゆーとおり世代」の一員には
ならないであろう、高校３年間を送ってき
たはずですよね。

◇◆◇ ◇◆◇これからの予定

(月) 定期戦壮行会10/27

限 分 他 分授業2 50 45

於兵庫高校10/29(水) 定期戦

(金) マーク模試11/7

(土) マーク模試11/8

(木) 校内実力考査11/13

(金) 校内実力考査11/14

(土) 学校説明会11/15

(土) 土曜教室11/22

(土) 土曜教室11/29

(月)12/1

期末考査
12/5 1112/5(金) １・２年は ～

(月)12/8

前期特別時間割
(水) (センター演習)12/17

(木) センタープレテスト12/18

(金) センタープレテスト12/19

(水) 終業式12/24

＊ 月中旬頃から12

三者面談あり
季節の言葉

月 日霜降 そうこう 10 23

朝夕にぐっと冷え込み、霜が降り
る頃のこと。初めは山の方で、 月12

に入ると平野にも霜がやってきます。

やまよそおう山粧う

山粧う秋の山が紅葉する様子を、
といいます。また、春の山のさわや
かな初々しさは、 。夏の山の山笑う

、 。青々としてみずみずしい様は 山滴る
冬の山の枯れた寂しさは、 。山眠る

これらの表現は、郭煕という中国
北宋時代の画家の言葉に由来していま
す。


