
 

 

 

 

 

 

 

 充実した夏休みを 

１学年主任 松本 修子 

74回生１学年の１学期が終了します。入学当初から言い続けてきたこ

とを思い出してみましょう。  

「柏高生活にどっぷり浸かろう！」 

１，補習や勉強、行事など、柏原高校でしかできないことを最優先する 

２，生活リズムを整える 

３，挨拶を大事にする 

 これらのことを目標に取り組んできましたが、目標は達成しました

か？ 

新入生オリエンテーション合宿や体育大会などを見ていると、元気な

姿が目につきました。積極的に体を動かし行事に取り組む姿勢は、とて

も清々しく心地よく感じました。また、学年集会などでは、周囲を見な

がら集合することが出来てきて、自主性も身についてきました 

しかし、挨拶をすることと学習に対する姿勢には大きな課題が残りま

す。これらは、毎日の習慣として、取り組んでほしいことです。人と顔

を合わせたら挨拶をする、家に帰ったら２時間の勉強をするということ

を生活習慣にしてください。これらのことが、早く身につかなければ、

さらなる高みは目指せないでしょう。 

 

そこで、２学期に向けて夏期休業中の目標を挙げておきます。 

＜季節と共に成長せよ ～力をつける夏～＞ 

１，心身共にたくましく！・・・部活をやめない。毎日勉強をする。 

２，視野を広げる！・・・社会で起きていることを理解した上で、自分の進路につい

てしっかり考える。家の人とも話し合う。 

３，感謝する！・・・家の人のしていることに感謝の言葉をかける。またそれを手伝

う。地域のボランティア活動に参加する。 

４，命を大切に！・・・交通マナーを守る。命について考える。 

                          心がけてほしいと思います。 
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初めての球技大会 

 祝 上位入賞  おめでとう！ 

女子サッカー 第２位 １組 

男子サッカー 第２位 ３組 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月の行事予定          ９月の行事予定 

１ 木 オープンハイ ～2日  12 木 全校清掃 文化発表会準備 

５ 月 知の探究コース説明会  13 金 文化発表会 1日目（合唱） 

13 火 学校閉庁日  14 土 文化発表会 2日目 

23 金 文化発表会有志公演予選会  17 火 代休 

29 木 大掃除 始業式 課題考査  18 水 制服移行期間～10/12 

30 金 課題考査  19 木 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

  （29・30日は午前中）  24 火 授業公開週間～10/5 

 

 

26 木 類型科目選択説明会 

   1年保護者会（類型科目選択） 

 30 月 進路探究WEEK～10/4 

     

2 学期当初の予定 

8月 29日（木）         8月 30日（金） 

１ 大掃除  １ 課題考査（数学 IA） 

２ 始業式  ２ 課題考査（英語） 

３ 課題考査（国語）  ３ 1 組：課題考査（化学）、２～６組：授業 

  ４ LHR 

＊期限を厳守して課題を提出するのは最低限のノルマ。 

＊国語・数学・英語・化学基礎（1組）は上表のように課題考査有り。課題考査で高

得点が取れるように勉強しておくこと。 

＊はっきり言って１学期末考査の結果はひどい状態の人が多かった。その期末考査期

間からすでに 10 日ほど経過している。その間、まともな勉強をしていなかったら

さらにひどい状態になっている。すぐに課題に取り組むなど、勉強せよ。 

９月 26日に類型科目選択に関する 

保護者会を実施します。詳細は 2学 

期当初にお伝えします。 

写真は加工して

います 



特別表彰 

漢字小テスト 48点以上  英単小テスト 98点以上  ボキャコン 94点以上 

101 芦田 光咲季  101 芦田 光咲季  132 堀 湧喜 

114 岸本 陽香  114 岸本 陽香  101 芦田 光咲季 

128 西田 添恵実  116 小橋 稿太朗  114 岸本 陽香 

131 渕上 晴登  118 佐野 琴美  116 小橋 稿太朗 

304 安達 帆花  128 西田 添恵実  423 寺田 彩香 

316 濟藤 睦夏  119 四方 結月  128 西田 添恵実 

103 岩元 真愛  222 田中 愛香  134 山鳥 太一 

106 大金 琉青  333 星野 杏奈  614 谷川 布宇 

113 岸田 麻鈴  418 武田 孝寿  103 岩元 真愛 

119 四方 結月  103 岩元 真愛  510 荻野 由美 

222 田中 愛香  104 上田 太紀  104 上田 太紀 

504 足立  玲  112 尾松 宥門  333 星野 杏奈 

505 安達  響  113 岸田 麻鈴  110 小倉 彩音 

606 煙上 裕貴  125 冨田 康生  115 木村 陸生 

   131 渕上 晴登  125 冨田 康生 

      118 佐野 琴美 

      213 亀田 実希 

      426 西垣 花菜 

学力 upには、日々の努力が大事。その努力が最も現れるのが小テスト。 

小テストに対する取り組みを習慣化することが大事。 

上記の人たちのように、全員が毎回、高得点を目指せ。 

 

特別企画 “夏の思い出” 

 個人的（藤原的）には、「夏」「夏休み」という言葉にはなんだか特別な感情がある。

そこで担任の先生方に「夏の思い出」を書いてもらった。この力作を読むと、「夏」に

対する思い入れが私だけではなかったことがわかる。 

もしよければ、私たちの「夏」をどうぞ。 

 

「夏の思い出」                       主任 松本 修子 

私は、趣味で書道を続けていますが、私の所属している書道のグループでは、若手

を育てるねらいもあって、２年間の研究生制度が用意してあります。全国から師匠に

推薦された 10名程度が研究生の対象になります。私も 20代の頃に研究生になり、

北は金沢から南は博多まで、男子２人女子８人の 10人と一緒に書の研鑽をしました。

研鑽内容は、日々取り組んでいる臨書作品を毎月郵送して回覧するというもの。また、

月に一度、神戸で泊をともなう研修会を開いて、取り組んでいる展覧会作品を書き込
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むというもの。一番思い出に残っているのは、８月の暑い日

に、クーラーの効かないような安い部屋で、汗だくになりな

がら夜中まで書き込み、書作品に埋もれながら寝食したこと

です。 

研究生を終えてから 20年近くになります。転勤した者、

子育て真っ最中の者、親の介護中の者、海外在住の者など、

生活環境が大きく変化したため、なかなか連絡を取り合うこ

とが難しくなってきまたしたが、私が書に向き合う時には、

常に彼たちの顔が浮かんできます。特に、展覧会作品の制作中に行き詰まった時など

は、どんな意見を言うだろうかと気になります。そんな存在が、今の私を支えてくれ

ているように思います。 

ちなみに、その書道グループのシンボルフラワーがあって、夏の盛りにギラギラし

た太陽に向かってすくっと伸びる“ひまわり”なんです。 

 

「夏の思い出」                     1組担任 松山 典章 

20 年ほど前夏休み利用してニューヨークに滞在す

る大学時代の友人を訪ねて行きました。一人で飛行機

の旅は初めてでまた夏休みということもあり関空で 1

時間くらい出国にかかり、経由地のロサンゼルスでは

すぐに絡まれて、相手の英語がよくわからなかったの

もありだいぶ動揺していたと思います。空港でスタッ

フに話しかけても「ハアーン？」と言われることもあ

り、まあまあ緊張しながらの旅でしたが、隣の席にブラジルのサンパウロ大学の教授

が座っていて色々話をしてくれ楽しい飛行の旅ではありました。現地に着くと友人が

レンタカーを借りてくれて、ボストンへのショートトリップを楽しみ、ハーバード大

学やMITにも行ってアカデミックな雰囲気を感じる反面、割と治安が悪いらしいとい

うことで少しおびえながら過ごしました。マンハッタンでは毎日次の日の朝くらいま

で友人と語り明かし、教師になって何がしたいか、また友人は日本に帰って家業を継

ぐことは決まっていたのでどんな会社にしていきたいか等を語り合いました。昼くら

いに起きて観光したり、時には近隣のブロンクスやブルックリンに足を延ばす生活で

した。アメリカで感じた人種の多様性や、地平線が見えるながーいハイウェイは忘れ

ることのできない思い出です。 

帰りの飛行機ではサンフランシスコ経由でサンフランシスコから関空への飛行機で

は隣に座っているのが 1人で来ていた日本の高校生でした。いやーしっかりした高校

生がいるなって関空で別れ、その後当時付き合い始めたばかりの今の奥さんが迎えに

来てくれていて久しぶりに会ったのですが、この時この人といつか結婚するんだろう

なと思ったこともよく覚えています。何かとあつい夏でした。 

 



「高校時代の夏休み」                   ２組担任 坂本秀史 

 高校１・２年の夏休みはひたすら卓球部の練習に打ち込ん

でいました。１・２年の夏の思い出は「卓球」しかありませ

ん。３年生は「受験勉強」のことしか思い出はありません。

２回校外模試に出かけた以外、外出した覚えもなく、朝から

晩まで１０時間以上は勉強していました。今でも、当時のこ

とを思い出すと、「辛かったなぁ」という言葉が思わず口に出

ます。 

 でも、「卓球」を通じて体を動かすこと、技術を磨くことの喜びを体験し、精神的に

もしんどかった「受験勉強」を通じて学力の基礎を身につけることができ、今の自分

があるのは、高校３年間の夏休みがあったからこそだと思います。 

 卓球部の顧問もしていますが、時間を見つけてはオープンの卓球大会の出場（たい

がいは最年長選手）したり、シニアの大会に出たりしています。この年になっても卓

球ができることは喜びであり、幸せだと思える時間が過ごせるのは、学生時代に打ち

込んで、一定の技術や体力を身につけることができたからと思います。そういった意

味では、高校時代の夏休みは私の人生に大きな影響を与えてくれています。 

 

「私の_柏高生時代の_夏休み」               3組担任 廣内健人 

丹波の夏は今も昔も蒸し暑く、特に補習からの下校時は辛かった。途中で飲んだフ

ァンタのなんと美味しかったことか。仲間と机を並べていると「やった気」になる。

予備校の夏季講習も受けに行った。都市部の高校生と机を並べてドキドキした。ここ

で他校生に慣れたことが実際の受験に役立った。毎日大阪まで電車で通い、お金を出

してもらい時間をかけた割に成績は伸びなかった。補習や講習を受けて「やった気」

になることより、それを自分のものにするために「やる」ことこそが大事だ、とだい

ぶ後で気づいた。まだクスノキが神格化されていない平成の初め、校舎は今と同じだ

が（床はタイル敷きでよく割れた）、学年の生徒が 45人×11クラスもいてとにかく

人だらけ、「柏高生」の仲間の中にいることが安心できて心地よく、毎日放課後は、明

日何を友達と話そうかと楽しみだった。連絡ツールが家の電話しかなく、帰宅後は本

当に一人きりになれた頃の話である。当時は「学習の記録」「考査の振り返り」などな

く、どういう取り組みをするかは本人の気づきや工夫、努力に多くが任されていた。

周りには志高く自分から工夫し集中して努力できる仲間が多くいて、刺激をうけた。

そして自分もとことんやった…と書きたいところだが、残念ながらその時期は卒業後、

浪人の一年間である。「自分はこれだけやれるんだ」そこで実感した手応えは今も自分

を支えている。そして、その頑張りを支えた「自分はやれ

る。やればできる。」そんな思いは、柏高の３年間で育まれ

たことは間違いない。 

在籍していた天文部（現理科部）では、毎年 8月に「夜

間観測」があった。堂々と学校で一晩過ごせる。意気揚々



と間食などを買い込んで、天体ドームへ。夏の星座、星雲、惑星、次々と望遠鏡をの

ぞく。時には屋上に寝転がって夜空を見上げた。卒業した先輩たちもこの日に合わせ

て帰ってくる。大学生活の話を聞いてワクワクし、自分の未来を重ねて、目を輝かせ

た。その時は早く大学生になりたいと思ったが、制限が色々ある中で工夫して仲間と

楽しんだ柏高時代も負けず劣らず輝く楽しい日々だった、と今実感している。 

 

「高校時代の夏休み」                 ４組担任 前田 まどか 

 高校時代の夏休みといえば、毎年部活で参加したデカンショパレードを思い出しま

す。これは、篠山市の中・高吹奏楽部員が必ず参加するイベントでした。 

 デカンショパレードとは、デカンショの賑わいを高めようと、商店街をマーチング

バンドで練り歩く活動です。真夏のカンカン照りの中、朦朧としながら足並みをそろ

えて演奏し続けるこの活動は、通常の演奏より体力も精神力も磨かれる活動でした。

そして、その後メインステージでは、近隣の篠山産業高校との合同演奏が恒例になっ

ていました。合同練習は、普段小規模編成で合奏している時にはできない、曲にチャ

レンジできる貴重な機会でした。 

 とりわけ、合同練習の時のことをよく覚えています。数少な

い合同合奏練習では、一人の失敗で皆の練習時間を割くことの

ないよう、皆が先生の握った指揮棒の動きに神経を研ぎ澄ませ

ていました。部屋全体に大きく音が響き渡り、指揮棒の動きに

合わせて部屋の空気がサッと変わる瞬間は、背筋が震え、曲の

世界に意識を深く傾ける心地よい緊張感が走りました。 

今でも当時演奏していた音楽を聞くと、その時の感覚が鮮明に蘇り“わくわくする

感覚”や“集中力が高まっていく感覚”を取り戻すことができるように感じます。夏

休みにしかできないことの 1つとして、ぜひ皆さんも大勢で何かに没頭し 1つのもの

をつくることのすばらしさ・感動を味わってみてください。 

 

「柏高での夏休み」                   ５組担任 坂本 玄理 

柏原高校でワンダーフォーゲル部の顧問となっての

初めての夏。期待も不安もいっぱいで迎えた夏休み。理

由は夏山合宿。ワンダーフォーゲル部では毎年 8月 1日

からの 4 日間で、山岳雑誌にも特集を組まれるような

3000m を越える日本の名山に登る夏山合宿に行く。六

甲山や比良山（滋賀県）での強化合宿を経て挑むのだが、

超がつくインドア派の私にはドキドキの試練だった。しかし実際に行ってみると、自

分の価値観が大きく変わった。 

長野県の北アルプス、穂高連峰。万年雪の残る涸沢カールのキャンプ地。景色や空

気感、山々の持つオーラ、見たものすべて、感じたものすべて、今でも鮮明に思い出

すことができる。また、自分の足で歩き、目標に向かって進むあの感覚は、自分の今



までの努力を肯定するものであり、努力すれば達成できるという自信にもなった。な

により、一気に山が好きになった。 

高校生になり、1学期を終え、高校生活にも慣れてきたであろう君たち全員に伝え

たい。この夏、チャレンジしよう。思い切ってやってみよう。もちろん途中で諦めな

ければいけなくならないように計画は立てなければいけない。失敗しないように準備

はしなければいけない。万全の計画、万全の準備で飛び込もう。一生懸命であればあ

るほど、感じるものも多く、得るものも多いはずだ。きっとこの時期に得たものは一

生の宝となる。一歩踏み出す勇気さえあれば、君たちの未来は無限に広がるかもしれ

ない。きっかけ・チャンスはつかまなければ通り過ぎてしまうよ！ 充実した夏休み

になることを期待しています。 

 

「夏の思い出」                     ６組担任 清水 幹郎 

 高校時代、夏の思い出といえば、野球部の夏合宿で行った長野県が、一番印象に残

っている。3泊 4日だったが、楽しいことは何もない。朝の 6時に散歩に行き、朝食

を食べてから一緒に合同練習をする長野県内の高校へ。そこでは、ひたすら守備の練

習、走塁の練習をしていた。宿舎に帰ってから、夕食とミーティング。その後、夜の

練習。ひたすらバットを振り続け、気づいたら日付が回って夜の 1時。そこから、ど

うにか風呂に入り寝るのは 2 時。きつかったし、逃げ出したかった。けど、『負けた

くない』という思いだけで、やり切れた。何に『負けたくない』と思ったのか・・・

たぶん、自分自身で『お前はしょせん、すぐに諦めて逃げる

人間なんだ』という、そんな思いから負けたくなかったのだ

と思う。 

 高校時代のこの経験があったからこそ、今の自分があると

言える。しかし、ときには諦めたり、環境を変えることは大

切である。でも、高校時代にはそんなのは必要ない気がする。

とことんやれる限りのことをやりつくしたらいい。人生の中

でそれができるのは、高校時代しかないと思うから・・・ 

 

「夏の思い出・16歳」                  副主任 藤原 一彦 

 高校 1年・16 歳の夏（なんと 39 年前！）といえば、保健室前の廊下とギラギラ

と輝くグランドである。野球部の僕は、部活が始まるまでの 10分ほどを保健室前の

廊下で過ごしていたような気がする。柏高と同じく、母校の保健室も 1階で前がトイ

レ、そして廊下が涼しい。なぜか涼しい。涼しいことを発見した僕たちは練習前、保

健室前の廊下でグダグダしながら時間を過ごした。時間になって校舎を出ると、目の

前にギラギラに光っているグランドが。当時のグランドはまだ黒土ではなく普通の白

っぽい土。照りつける太陽の光でギラギラ光っているように見えた。下手ながらも必

死に取り組んだ部活動が、こんな形で記憶に残っているのであった。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1563509657/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5pZGVhLmdyLmpwL3NlYXNvbi9zMDcvMDdlLzA3ZS5odG1s/RS=%5eADBPeRIrYefR38HTlP79mybWs4QdT0-;_ylt=A2RinFsY8i9d7hwAqTcdOfx7


 

夏休みの生活で注意してほしいこと・・・ 

〇「夏季休業中の生活の心得」に示した通りです。（保護者の方もご一読ください。） 

〇 加えて、先日の学年集会で話した通りです。 

〇 2学期以降、たくましく成長していける土台をつくってください。 

〇 勉強しなさい。 

 

元気な姿で 8月 29日に登校してください。楽しみにしています。 

 

保護者の皆様 

三者面談、お世話になります。ご家庭での様子や将来の希望などをお聞かせいた 

だければ、うれしく思います。よろしくお願いします。 


