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2019 年・令和元年が終わろうとしています。1 年前は平成最後の年末を迎えようと
していたときであり、君たちは中学 3 年生そして受験生でした。そのときから 1 年。
今までの人生の中でも大きな変化があった 1 年だったのではないでしょうか。その大き
な変化の中で出会った 74 回生のみんなが、来年も柏高の生活の中で切磋琢磨しながら、
お互いを尊重しながら、成長していってくれることを願いつつ、除夜の鐘をききたいと
思います。では、恒例の「今年の漢字」で令和元年を締めくくります。

「縁」

第 1 学年主任 松本 修子
今年は、様々な巡り合わせがありました。４月に入学してきた君たち 222 人。さ

らには、君たちのご家族、君たちの地域の方々、君たちの中学校の先生方、君たちの
担任の先生方。また、君たちと同級生の我が息子達のクラスメイト、部活の仲間、そ
のご家族、学校の先生方。総勢何人の方々と新しい“縁”があったでしょうか。これ
ほどの“縁”を結ぶことは、それほど大勢の人が経験出来る訳ではないと思うと、大
切にしないといけません。しかし、多忙を言い訳にして、その大切なものをないがし
ろにしていることが多々ありました。今年の大きな反省です。

「恥」

1 組担任 松山 典章
今年の漢字 1 文字は 4 月に決まっていたのですが恥です。例えば英語を話すなど

というのは人前で話し、恥ずかしい思いをいっぱいしないと身につかないと思うの
です。そこで知の探究コースで探究活動をする中、恥（ち）を探究することに決めた
のです。恥ずかしいと思うことも多かった 1 年ですが、昨年よりも楽しくできたの
は、ここに向き合ったからだと思います。

「振」

2 組担任 坂本 秀史
元号が変わり世の中が大きく変化し、74 回生の皆さんも中学生か

ら高校生へと生活が大きく変わりました。私は、個人的に大きな喜び
と大きな悲しみを例年になく多く体験し、感情の振れ幅がとても大き
な一年でした。そんな中で、人の穏やかな笑顔に心を癒やされること
もよくありました。来年は私も常に口角を少し上げて、人と接してい
くことを心がけたいと思います。

「走」 3 組担任 廣内 健人
今年の一字は「走」です。今年の大河ドラマ「いだてん」、世間では低視聴率が話
題になりましたが、僕は一年間楽しみました。主人公たちが夢に向けて突っ走り、
何度転んでもまた立ち上がる姿。そして「一生懸命さ」
「素直さ」
「かわいげ」に惹
かれて集まってくる仲間たち…笑いと共感、そして感動と元気をもらいました。一
度しかない人生を痛快に走り切りたい！話は変わりますが僕は担任運がよいのが
内緒の自慢で、今年の３組も楽しく明るいクラスになり、君たちから毎日元気をも
らっています（感謝）
。来年も、楽しみながら・痛快に・元気に、高校生活を過ごそ
う。そしてその中で人生を「走」り切る力をつけよう。この一歩、この一日、来年
も一緒に「走」りましょう！

「堺」

4 組担任 前田 まどか
平成から令和へと新しい元号に変わる年に、新入生の 74 回生と共に柏原高校での

生活をスタートさせた年でした。今年は、税率は上がり社会保障の見直しが図られる
他、自然災害やオリンピック自国開催に直面して、急ピッチで社会基盤を見直さねば
ならない大きな節目を迎えています。
社会が激動する中、自身の生活の変化も相まって、これまでの自分を振り返り、将
来進むべき方向性を探りながら今何をすべきか考えに考えました。そんな“これまで
と将来の「堺」で、今何をすべきか試行錯誤した年”だったので、この 1 字を選びま
した。

「笑」

5 組担任 坂本 玄理
74 回生の学年団として、もう９か月。思い返せばずっと笑っていたような気がし

ます。高校生らしくどんどん成長していく 74 回生の姿を見るのが本当に毎日楽し
くて、日々の他愛もない会話や挨拶に日々元気をもらっています。
元号が令和に変わりましたが、これからの令和の日々も「笑」で満たされたものと
なりますように。

「戦」

6 組担任 清水 幹郎
今年は１年を表す言葉は「戦」です。１年の担任になっての戦

い。２児の父になっての戦い。いろいろな所で、密かに戦ってい
たのかなと思います。来年は、戦うことから少し離れられる年に
したいと思います。74 回生にとって来年がいい年になることを
祈念してます！

「霧」 第 1 学年副主任 藤原 一彦
1 年前の今頃は 71 回生の担当で、受験をそして卒業を目前に控えた生徒たちを見
守っていました。そして 4 月に 74 回生の君たちとの生活が始まりましたが、悩ん
でばかりです。学年の一員として 1 年生を迎えるのはもう９回目になるのに、何を
したらいいのか？何をするべきなのか？と、霧の中をさまよっている感じです。おそ
らく、君たちからすると「いつも偉そうな態度のくせに、何言ってるの？」という事
でしょう。情けないですが、もうしばらくは悩みながらいきそうです。
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組

100

岡村 央登

2組

220

寺田 彩音

4組

100

亀田 実希

2組

219

芦田 光咲季

1組

99

小関 真珠

1組

218

岩元 真愛

1組

99

岸本 陽香

1組

216

佐野 琴美

1組

99

四方 結月

1組

216

四方 結月

1組

99

渕上 晴登

1組

215

星野 杏奈

3組

99

星野 杏奈

3組

214

髙瀨 健太

1組

99

寺田 彩香

4組

213

冨田 康生

1組

98

佐野 琴美

1組

98

冨田 康生

1組

98

西田 添恵実

1組

（計 10 回

（計 11 回 220 点満点）

100 点満点）

ビブリオバトル
18 日（水）
、1 学年ビブリオバトルが実施されました。各クラス予選で選ばれた代
表が堂々と発表してくれました。図書委員もお疲れさまでした。
１組 小倉 彩音「三日間の幸福」
２組 荻野 新 「桜のような僕の恋人」
３組 濟藤 睦夏「四畳半神話大系」
４組 澤山 澪 「かがみの孤城」

第 1 位 ５組 竹内 一護「消えろクソがん」
６組 煙上 裕貴「忍びの国」

全体的に活気があり、図書委員の
対応もよかったです。発表は聞いて
いて読みたくなる本ばかりでした。
皆さんも「良いな」と思った本は読
んでみましょう。質問がたくさん出
たらもっと良かったと思います。
（佐藤図書館人権教育部長より）

3 学期当初予定
校時
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1 月 8 日（水）
大掃除
始業式
課題考査（国語）

1 月 9 日（木）
課題考査（数 IA）
課題考査（英表Ｉ）
1 組：課題考査（化基） ２～６組：授業
通常授業
通常授業
通常授業
通常授業
いつものように、課題考査からスタートです！

冬休み特別企画『かえりま 10』決行！！！
急な案内でしたが、
「かえりま 10」を実施します。もちろん、「10」は 10 時間
の「10」です。1 日 10 時間の学習を体感します。その 10 時間は自分で立てた学
習計画に基づいて過ごします。
「かえれま 10」ではなく、「かえりま 10」です。帰
ることができないのではなく、その 10 時間は自らの意志で「帰らない」のです。
10 時間は、一般的に受験生（高校 3 年生）の休日の学習時間として必要とされて
いる時間です。ところが、3 年生で休日の 10 時間を効果的に過ごしている人はあま
り多くないと思われます。10 時間も勉強できないのです。受験生になれば「1 日
10 時間ぐらいできる」と思っている人が多いようですが、今できないことは明日に
なってもできないのです。1 年生の今は、平日であれば 2 時間、休日であれば 3～4
時間は勉強に充てることができるはずです。その 2 時間や 3 時間を精一杯勉強でき
ない人が、どさっと 10 時間を与えられてもせいぜい 5 時間ほどを使うのが関の山
なのです。それでは受験生としての学力を向上させることなどできません。
そこで「かえりま 10」です。参加する人は、その途中で希望したことに対する後
悔が頭をよぎることがあるかもしれません。でも終わったときは何かをつかんでいる
はずです。今後の家庭学習を見直す良い機会にもなるでしょう。参加者の健闘を期待
しています。
74 回生『かえりま 10』
1 月 6 日（月） ８：２０～１８：２０ 参加者 19 名
1 月 7 日（火） ８：２０～１８：２０ 参加者 16 名
（両日参加者 4 名）
＊参加者の保護者の皆様へ
上記の通り、解散時刻が１８：２０となっています。生徒はその時刻まで勉強
します。帰宅が遅くなりますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

