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文責：藤原 

１学期終了  

 先日の西日本豪雨は、丹波にも大きな爪痕を残していきました。君

たちのご家庭では元通りの生活に戻っているでしょうか。幸いにも柏

高では 11 日に球技大会を開催することができました。最後の球技大

会ということで各競技で熱戦が展開され、存分に楽しむことができた

と思います。月並みな言葉になりますが、球技大会を楽しみ、受験勉

強に集中できる毎日に感謝しながら日々を過ごしたいものです。 

 さて、１学期が終了します。多くの人にとって大きな変

化があった 1 学期だったのではないでしょうか。それは、

部活動からの引退です。これまで全力を傾けてきた部活動

の終了。様々な想いを持ってそのときを迎えたことでしょ

う。その経験は一生の宝となるはずです。（まだ部活動が続

く人もいます。部活動ができる幸せを感じて最後までやり

きってください。） 

 そして体育大会。準備から当日まで、君たちのパワーが溢れる大会となりました。

本当に頼もしく感じました。足立・青木・和田先生にも見ていただきたかったと思い

ます。参観に来られていたＯＢの方の話を聞きました。「久々に母校の体育大会を見せ

てもらった。こんなに素晴らしいものだったとは･･･。今後の進路結果も楽しみだ。今

まで以上に、後輩たちの活躍に期待して応援しようと思う。」（少しプレッシャーを感

じますが）君たちのパワー溢れる姿は、多くの人に感動を与え、元気を与えたのです。

自信を持って次に向かってほしいと思います。 

 さあ、勝負の夏休みがやってきます。「やってきます」というよりも、もう計画的な

受験勉強が始まっていますね。がんばりましょう。 

＊補習･･･前期７月 23 日～31 日、後期８月 16 日～28 日 

途中でやめたりせず、十分な準備をして取り組みなさい。 

＊夜の学集会･･･7 月 23 日～31 日 計画的な学習ができるように、がんばろう。 

＊三者面談･･･保護者の皆様、お世話になります。特に進路について、ご家庭でも十分 

にご相談ください。 

＊夏休み中の休日･･･対応ができません。各家庭で学習してください。 

＊学校（担任）に用事があるとき･･･事前に電話連絡してから登校してください。 

＊文化発表会準備･･･９月に入ってからでは間に合いません。十分に相談しておき、必

要に応じて夏休みを活用しましょう。 

 

８月の予定              

１ 水 知の探究コース説明会  ６ 木 センター試験説明会 

２ 木 オープンハイ（３日も）    公務員突破講座⑤ 

10 金 就職外部面接指導会  ７ 金 進研マーク模試 

16 木 後期補習開始（～28 日）  ８ 土 進研マーク模試 

20 月 ステージ講習会  ９ 日 文化発表会リハーサル 

21 火 有志公演事前審査  14 金 文化発表会 

23 木 公務員突破講座④  15 土 文化発表会 

９月の予定  16 日 就職試験開始 

３ 月 始業式  18 火 代休 

４ 火 課題考査（理系）  22 土 看護模試② 小論文模試② 

       

９月３・４日について 

３日（月）１：大掃除 ２：始業式 ３：学年集会 ４：ＬＨＲ 

４日（火）１組理系＆２組 → １～３：課題考査（化学・地理・物/生） 

      上記以外は授業（６時間授業、１組理系＆２組も４～６限は授業） 

                          

最後までがんばれ！ 

 〇女子バレーボール部（近畿大会 ７月 22 日 大阪市舞洲アリーナ） 

 〇男子ソフトテニス部（近畿大会 ７月 23 日 福知山市三段池公園）  

〇水泳 永田（近畿大会 ７月 24 日 和歌山県秋葉山公園県民水泳場） 

 ○吹奏楽部（西阪神地区大会 ７月 27 日  

西宮市民会館アミティホール） 

   ･･･総体ではないけど、最後の出陣は吹奏楽部でしたね  

 

 

1 学期小テスト成績上位者（英・古だけですが）            

英単語  古文単語    

１ 堂本 泰暉 19.67  １ 竹下 結花 10.0 ２ 中道 里南 9.86 

２ 竹下 結花 19.43  ２ 足立 未来実 9.86 ２ 山下 泉樹 9.86 

３ 西村 温裕 19.33  ２ 勝岡 叶 9.86 ２ 足立 駿介 9.86 

４ 足立 未来実 19.29  ２ 土谷 優那 9.86 ２ 井上 愛莉 9.86 

５ 西垣 莉奈 19.29  ２ 岩間 由衣 9.86 ２ 梅津 優花 9.86 

６ 山本 修也 19.14  ２ 田野 陽菜 9.86 ２ 栗山 愛望 9.86 

６ 荻野 愛 19.14  ２ 堂本 泰暉 9.86 ２ 山本 修也 9.86 

８ 鞍留 伽菜 19.00  ２ 北野 梨瑚 9.86 ２ 高階 ももか 9.86 

９ 谷川 達也 18.71  ２ 前川 銀陛 9.86 ２ 藤本 脩央 9.86 

10 中道 里南 18.57  ２ 和久 葉月 9.86    

excellent！！！      いとめでたし！！！ 



おかえりなさい 中谷遼香 

 昨年９月からアメリカの AUBURN MOUNTAINVIEW HIGH SCHOOL に留学していた中谷遼

香が帰ってきました。もうすでに柏高での生活にもどっています。 

遅くなりましたが、あいさつを・・・。 

“Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ” 

This is what I learned from my American friends. The school I attended is proud 

of its diversity, and most of my friends came from different countries. So they 

have different cultures, languages and food. I love our diversity, and I often 

talked with them. Then I learned we don’t need to care a bit about whatever  

background people have. We care about who they are and who we are. Thank you. 

帰ってきたら３年生で、受験生でした。みんなの頑張っている姿をみて、私も頑張ろ

うと思いました。改めて、よろしくお願いします！ 

 

生徒会執行部役員 ごくろうさま！ 

会長：西野杏季  副会長：本田敬大 中森吉乃  書記：坂田シャハル 清舞華   

会計：青木凜 

以上６名の生徒会執行部役員のみなさん、ごくろうさまでした。新入生を迎えると

ころから始まり、体育大会・球技大会と、行事だけを考えても本当に忙しい毎日だっ

たでしょう。君たちの頑張りに感謝しています。 

 

連載エッセイ 風の匂い（８月） 

 高校３年生の８月。ある景色が頭に残っている。それは「仏壇」と「夕日を浴び

る我家」である。８月は家に閉じこもり、受験勉強に集中した。10 時間学習をノルマ

にした。その時間帯は、8:30～11:30、13:30～17:30、21:00～24:00 だったと思う。 

8:30～17:30 は１階の和室を使った。家の北東の位置にあり、涼しかったのだ。そこ

に、仏壇があった。その仏壇に向かって机をセットした。「ご先祖様に見られているか

らがんばろう」的な狙いである。その仏壇が頭に残る。17:30 からはランニングをした。

体力の維持とストレス解消が狙いである。ランニングの最後は家を正面から見ること

になるようなコースだった。我家はいつも夕日を浴びていた。その家の姿が頭に残る。 

毎日、繰り返した。だからこんな景色が頭に刻み込まれたのだろう。部活動を引退

し、勉強だけだったのに、充実した夏休みだったと記憶している。  

  

効果的な記憶についての考察 

学習＝記憶（暗記）ではありません。しかし、受験勉強に記憶（暗記）はつきもの

であり、記憶した知識がないと、考えることもできません。そこで、効果的な記憶方

法（“記憶”→“学習”に置き換えてもらってもよい）について、一般的に言われてい

ること、そして私の経験などから、私見を述べてみたいと思います。 

まずは、効果的ではない記憶方法をあげてみます。 

１ 学習範囲・学習対象を限定してしまう 

多くの事を分かろうとせず、学習範囲・内容を最小限に絞ろうとする人が多いで 

す。頭の容量に限界があるので、少しでも暗記量を減らしたいと思っているのでし 

ょうか。ある部分だけを暗記しようとしても、かえってそれは記憶に残りにくいの 

です。 

２ 単なる繰り返し読み・繰り返し書き だけをする 

意味を理解しようとせず、機械的に読み・書きだけを繰り返そうとする人も多い 

です。繰り返しが悪いわけではありません。10 回書くにしても、そこに何の工夫も

なく、10 回書くこと自体が目的になっていれば、効果は限りなく薄いのです。 

３ 誰かが整理してくれた要点・誰かが指摘した重要事項に依存する 

  教科書や資料を読み込んだりせずに、参考書にまとめてある表や図だけを眺め 

る・一問一答形式問題集だけをする・友達から聞いた「あれは重要らしいで」とい

うことだけを覚えようとする･･･結局、自分の判断や工夫がないのです。一問一答も

確認には悪くありませんが、それだけで勉強するものではありません。 

ということは、 

効果的な記憶法はどんなものかというと、上記の逆をすればいいことになります。

では、効果的な記憶につながるちょっとしたヒントをあげてみたいと思います。 

１ 意味を持たせる・関連を広げる・流れを意識する 

よく言われていることです。英単語なら例文などを用いて使い方まで整理したり、 

歴史を年表風に学習するにしても出来事と発生年だけではなく、流れや背景まで整

理していくようなことが大切です。 

２ 快 or 不快（好き or 嫌い）の判断をする 

学習内容に感情を込めるということでしょうか。例えば、アドレナリン：副腎髄

質から分泌されるホルモンで血糖量を増加させる→元気になる⇒なんだかいい（快）

ホルモンやな というような感じでしょうか。 

感情の根本は快 or 不快（好き or 嫌い または 安心 or 恐怖）であると私は思っ

ています。その感情の根本を学習時に少し働かせるのです。 

３ 自分で考えることを付け足す 

  １であげた英単語暗記時の例文についても自分でつくっ

てみる、など、少しでも自分で考えたことを付け足すこと

が効果的です。何かをまとめた表の内容を覚える際も、参

考書などの表を写すのではなく、自分でまとめてみること

が必要です。 

４ 記憶方法を工夫する 

自分で工夫をすることが効果を上げていきます。方法の

工夫、時間の工夫、集中する工夫、休む工夫…自分で決め

ていきましょう。その時に前述したようなことを参考にし

たりしながら、自分の記憶方法をつくりあげるのです。 

 

こういうことを書き始めると（話し始めると）いくらでも出てきますが。ここでは

これくらいにしておきます。自分で計画や方法を考えられない人は、相談にきてくだ

さい。 


