日
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時期にす っかり定着 した行事
の一つに なりまし た︒本来な
らばそれぞ れの大学 に相談に
行くべきところを︑本校では︑
約 大学 を招いて 進路相談会
を行ってい ます︒今年 は︑
大学と今ま でにない 多くの大
学に参加し ていただ きました
下(記参 照 ︒)また ︑こうした
相談会で予 備校 河( 合塾 に)参
加していた だくのは 本校の相
談会だけ だそうで ︑多くの生
徒が立ち 寄ってさま ざまなこ
とを相談 していま した︒そし
50

自転車に近寄るな

﹁大 学進学相 談会﹂は この

大学進学相談会

本 校では︑毎 年 月 ︑進路
指導 部による進 学に向け ての
２つ の取り組み が行われ てい
ます ︒そのひと つは２年 生対
象の ﹁大学進 学相談会 ﹂︑も
うひ とつは１ 年生対象 の﹁大
学出 張講義﹂で す︒今年 も無
事盛況のうちに終了しました︒

卒業後の進路
に向けて

て授 業を受けま す︒ 月 から
セン ター試験直 前まで全 てセ
ンター対策の授業となります︒
毎時 間３年生は 教室から 教室
を移 動して授 業を受け ます︒
そし て３限で 放課とな った後
は︑自 習室で勉 強をして 行く
人︑自 宅で勉強 をする人 など
さま ざまです ︒そうした 授業
が１月 日 土
( ま)で続 き︑２
月１ 日からの本 番を迎え る訳
です ︒今日から 冬休みに 入り
ます が︑風邪な ど引かぬ よう
体調 管理に気 を付けて 頑張っ
てもらいたいものです︒

センター試験まであと
今年も残 すところ わずかと
なりまし た︒３年生 諸君は来
年１月の センター試 験を目指
して︑最後 の追い込 みに入ろ
うとしているのではないでしょ
うか︒今年 度︑本校 の受験者
は１４３ 人︒全国 では︑５５
３︐３６７ 人の仲間 が志願し
ています︒昨年と比べると９︐
３８６人増です １(．７％増 ︒)
そのうち 現役は︑ ４４０︐１
４７人︑や はり昨 年より２ ．
１％増え ています ︒センタ ー
試験につ いては︑浪 人生に比
べて現役生 が強いと 言われて
います︒し っかり準 備をして
本番に臨 んでほし いと思って
います︒先 輩達の 中には︑世
界史や日 本史で満 点を取った
り︑英語も満点に近い点を取っ
たりする人 達が多く 出ていま
す︒３年生 はもちろ ん２年生
諸君も３年 生に続い て大いに
勉強してほしいと思います︒

特別編成授業始まる
第２回 後期中間 考査後︑３
年生は︑特 別編成授 業に切り
替わりま した︒一般 受験の生
徒は︑それ ぞれ志望 大学の受
験科目にあ たる教科 を選択し
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て ︑資料参加 として は︑首都
大 学東京・群 馬大学・ 上智大
学 など他にも 多くの大 学に協
力 をしてい ただきま した︒会
場 は︑２年生 全員とそ の保護
者 達で熱気に あふれた ものと
なりました︒大学によっては︑
大 きな輪がで きて後の 方では
説 明が聞き取 れないよ うなと
こ ろもあり ました︒ また︑保
護 者の方のほ うが熱心 にさま
ざ まなことを 質問され ている
様 子や︑パン フレット を各大
学 からもら って両手で 抱えて
歩 いていら っしゃる方 など︑
進 学に対する 真剣な雰 囲気が
伝 わってきま した︒以 下は相
談 会に参加し た２年生 の感想
です︒
Ｑ１．相 談をした大学はい
くつですか︒
・５〜６大学
Ｑ２．相談 をして不 安はな
くなりましたか︒
・直 接 お話 が聞 けた の
でと て も良 かっ た︒ こ
れか ら もこ うい う機 会
があったほうが良い︒
・不 安 はな くな った ︒
説明 会 では 聞け ない よ
うな 小 さな 事ま で聞 く
ことができた︒
・入 試 の形 式と か ︑い
ただ い た資 料を 利用 し
て情 報 収集 をし てい き
たいと思った︒
Ｑ３．大学の先 生は親切 に

説明してくれましたか︒
・他に 人がいな い時︑１対 １
で話が出来て良かった︒
・自分 が興味のあ るのが特 殊
な学科 だったので ︑どの大 学
の先生 も学部学科 の説明だ け
ではな く︑その道 について の
話をしてくれたので参考になっ
た︒
・大変 わかりやす く親切に 説
明して くれた︒特 に中央大 学
多(数 ・
) 成蹊大 学・日本女 子
大学・ 津田塾大学 ・埼玉県 立
大学など︒
・特に ︑成蹊大学 は︑勉強 へ
の意識 の持ち方 について ︑駒
澤大学 は︑就職の 際聞かれ る
ポイントを教えてくれた︒
Ｑ４．志望校は絞れましたか︒
・駒澤 大学は︑志 望してい る
英米文 学について 詳しく教 え
てくれ た︒漠然と したイ メー

﹁自転車 は危ない から近寄って はい の顧問 を受け持っ ていました ︒﹁山岳 たま までいると雷 の標的にさ れる危険 い ︒危険を承知 の上で︑突 然現れる危
けない﹂−こ の表現に は説明が必 要だ 部は危 険な部活動 だから︑絶対 に事故 が迫 っていました ︒松本深志 高校山岳 険 をどう回避 するか︒その 回避法を身
と思います ︒中身を確 かめようと しな を起こ さないように しなければ ならな 部が 同じ条件下で おおぜいの 死者を出 に つけている ことが︑山登 りを許され
い人の中 には︑テーマ だけから ﹁何を い︒﹂これ は遭難事 故が起きる たびに した こともありま す︒そのと きは止む る条件にもなっています︒
バカな！ ﹂と言う人 もいそうで す︒理 よく言 われている ことでした ︒事故に を得 ず緊急の措置 として生徒 たちを空
さて︑話を現 実にもど します︒安全
由がある のです︒自 転車は二輪 であっ もいろ いろあって ︑自分の不注 意で大 身に し︑ハイマツ の中にもぐ り込ませ の 上にも安全 ︑安全の最々 善策を講じ
て︑そのままでは 自立できず︑す
まし た︒や がて 雷が遠 ざか り︑雨 よ うとするあ まり︑本末 転倒になって
ぐに倒れてしまい ます︒留めてお
も小 降り になっ て全 員無事 ︑ホッ い る行動や話 が最近多く なっている傾
いても風で簡単に 倒れます︒だか
と胸 をなで おろ した経 験が ありま 向 を私は心配 しています ︒皆さんは進
ら極めて危険 です︒したがって︑
校長 牧野彰吾 す︒ そのと き思 いまし た︒絶 対に 路 の決定をは じめとして ︑さまざまな
近寄ると危ないと ︒バ カげた話の
遭難 しな い方法 はない か︒一 つだ 決 断が迫られ ているはず ですが︑その
ように聞こ えます︒自 転車は乗り 方を きなけ がをする例 がある一方 で︑いく けある ︒それは﹁山に登 らないこと ﹂︑と き皆さんは 必要以上に困 難を避けよ
誤れば危険 な乗り物 になります ︒しか ら注意 していても避 けられない 事故と これ なら絶対に山 で遭難する ことはな うとしていませんか︒もちろん﹁安全﹂
し皆が注 意して乗っ ているから ﹁そん いうの もあります ︒たとえば南 アルプ い︒
は 重要なこと です︒しか し︑安全を追
なバカな！﹂と いうことになる のです︒スの熊 ノ平から間 ノ岳へ向か う途中︑
山 に登らない山 岳部の部活 動とはど 求 しすぎるあ まり︑﹁決し て山には登
私がも う少し若か った頃の話 です︒ 猛烈な 雷雨となり ました︒の っぺりし うい うものでし ょうか︒部活 動である ら ない山岳 部﹂になって しまっては ︑
当時私はあ る男子校 の教師で︑山 岳部 た尾根 上ルートに 逃げ場はな く︑立っ 以上 ︑絶対に事故 を起こして はならな その存在価値をなくしてしまいます︒

亜細 亜大学・跡見学 園女子大学・

ジ しかなか ったので感 謝して
い る︒大学の ゼミにつ いて詳
し く知ること ができた のでよ
かった︒
・ 第１志望 校はきて いなかっ
た のが残念 でしたが ︑併願校
と して考えて いた大学 がいく
つ か来ていた のでかな り絞る
ことができた︒
・ 全然考え ていなか った大学
の お話も聞い てみて視 野が広
が ったような 気がす る︒たく
さ んの大学の 知識を得 て気持
ちが引き締まった︒
・ 早慶上智も 資料参加 だけで
なく︑参加して欲しかった︒
・ 今まで知 っていた ことと︑
直 接先生方か らお話を 聞いて
の 印象とが 違ってい たので︑
選 択肢 興(味 の)幅が 広がって
よかった︒
︻参加校︼

浦和 大学・大妻女子 大学・学習院

大学 ・神田外語大学 ・共立女子大

学・ 杏林大学・工学 院大学・駒澤

大学 ・埼玉医科大学 ・埼玉県立大

学 ・ 埼玉 工 業大 学 ・実 践 女子 大 学・

十文 字学園女子大学 ・淑徳大学・

城西 大学・尚美学園 大学・昭和女

子大 学・女子栄養大 学・聖学院大

学・ 成蹊大学・成城 大学・聖徳大

学・ 西武文理大学・ 専修大学・大

東 文 化大 学 ・拓 殖 大学 ・ 玉川 大 学・

多摩 美術大学・中央 大学・津田塾

大学 ・帝京大学・帝 京平成大学・

東海 大学・東京家政 学院大学・東

京家 政大学・東京経 済大学・東京

国際 大学・東京女子 大学・東京電

機大 学・東京都市大 学・東京農業

大学 ・東洋大学・獨 協大学・日本

女子 大学・日本大学 ・文京学院大

学・ 文教大学・法政 大学・武蔵大

学 ・ 武蔵 野 大学 ・ 武蔵 野 美術 大 学・

)

目白 大学・立正大学 ・麗澤大学・
河合塾 五
(十音順

大学出張講義

﹁大学出 張講義﹂は ︑大学
の 先生方が本 校で１年 生を対
象 に講義を 行って下さ るとい
う もので︑こ こ数年定 着した
行 事となって います ︒どの大

普 段 ︑何 気な く使 っ
ている﹃言葉﹄で すが︑
実は 自 分だ けで なく ︑
周囲 の 人に さま ざま な
影響 を 与え てい るこ と
もあります︒たと えば︑
﹁こ の 人と いる と楽 し
い！﹂﹁この人か らは︑
何か し らな いけ ど元 気
がも らえる ！﹂皆 さん の周囲 にそ
んな 人はい ません か？ きっと ︑そ
の方 達から 発せら れる 話題は ︑楽
しく ︑前向 きな言 葉が 多く含 まれ
ているのではないでしょうか？
今 回の自 修自得 は︑ 言葉の 持つ
影響 力の強 さにつ いて です︒ 多く
の人 は︑無 意識に 否定 的な言 葉を
使い︑大きな損をして いるのです︒
た とえば ︑次の ２つ の言い 方を
比べてください︒
①﹁ 頑張ら ないと ︑私 の成績 は上
がらない﹂
②﹁頑張れば︑私の成績は上がる﹂
一 般的に ①の言 い方 だと︑ 成績
を上げることが難しい 感じがして︑
モチ ベーシ ョンが 下が ります ︒②
の言 い方だ と︑成 績を 上げる こと
がで きそう な気が して きて︑ 意欲
が湧いてきます︒①の言い方﹁・・・
しな いと〜 〜でき ない ﹂はダ ブル
否定 と言わ れ︑モ チベ ーショ ンを
下げる言い方なのです︒
自 分で① の言い 方を した時 ︑脳
は自 分が発 した言 葉を 聞いて 何を
イメ ージす ると思 いま すか？ そう
です ︑頑張 りきれ なく て︑成 績を
上げ ること ができ ない 自分の 姿を
イメージしてしまうの です︒一方︑
②の 言い方 だと︑ 脳は ︑潜在 意識
の中 に眠っ ていた 過去 の成功 体験
をし ている 自分の 姿を イメー ジす
るの です︒ 脳は自 分が 発する 言葉
を聞 いて︑ 勝手に イメ ージし ︑そ
のイ メージ どおり 自分 を動か して
しま うので す︒最 近︑ 脳科学 的に
も︑ 肯定的 な言葉 を使 うと︑ 脳は
﹁ハ ッピー ・ホル モン ﹂とか ﹁や
る気ホルモン﹂といわれるベータ・
エン ドルフ ィンを 分泌 するこ とが
分かってきたそうです︒
毎 日の生 活にお いて ︑是非 言葉
の持 つパワ ーを活 用し てみま しょ
う︒ たとえ ば︑人 に何 か親切 をし
ても らった 時︑感 謝の 気持ち をど
ん な 言 葉 で 相手 に 伝 え ま す か ？
﹁す みませ ん﹂︑ ﹁あ りがと う﹂
どち らです か？試 しに ︑﹁す みま
せん ﹂とい う言葉 を 回ほど ︑独
り言 でつぶ やいて みて くださ い︒
ど ん な 感 じ がし ま す か ？ 次 に ︑
﹁あ りがと う﹂を 回 言って みて
ください︒どうですか？
一 般的に ︑﹁す みま せん﹂ とい
う言 葉を使 うと︑ 自分 が萎縮 する
よう な︑申 し訳な いよ うな気 持ち
になりやすいと言われ ます︒一方︑
﹁あ りがと う﹂と いう 言葉は ︑お
礼を 言った 自分も 明る い気分 にな
りやすい言葉です︒２ ０１０年は︑
意 識 し て ︑ ﹁で き る ﹂ ﹁ 好 き ﹂
﹁楽 しい﹂ ﹁気持 ちい い﹂﹁ 凄い
ね﹂ ﹁うれ しい﹂ など 前向き な言
葉を 会話の 中に入 れて ハッピ ーな
年にして下さい︒
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澁井裕太 ２(年

生 徒会 新執 行 部が ︑去 る
月 日 の立会演 説会を 経て同
日の 選挙の結 果︑次の 人達
が新しい 生徒会 役員とし て選
出されました︒
生徒会長 石原直光 ２(年 )

書記
同
同
同
会計

)
)

桶(川市立加納中学校出身

了 １(年
愛 ２(年

)

毛(呂山町立川角中学校出身

冨岡

所(沢市立中央中学校出身

)

)

)

)

考えたのはなぜですか︒
生徒 会長 と いう 仕 事に 興 味
を持 ち︑みん なをま とめて 学
校全 体の仕事 をした いと思 っ
たからです︒

濱野亜里砂 １(年 )
所(沢市立小手指中学校出身 ) Ｑ２．会 長としての抱負は何 です
沼倉弓佳 １(年 )
か︒
日高市立高麗川中学校出身
何か １つで も残す ことが で
(
)
松本友里 １(年 )
きる生徒会長になりたいと思っ
熊(谷市立大里中学校出身 ) ています︒
関 裕美恵 ２(年 ) Ｑ３．具体的 に生徒 会として︑こ
上尾市立原市中学校出身
れ
か
らしたいことはありますか︒
(
)
山下眞依 ２(年 )
文化 祭・体 育祭を 盛り上 げ
川越市立山田中学校出身
たいと思っています︒
(
)
Ｑ４．全校生 徒に何かメッセージは
ありますか︒
分か らない ことだ らけで す
が︑１ 歩１歩 前にす すめる よ
うに 頑張りま す︒１ 年間よ ろ
しくお願いします︒
今 回は ︑ 初の 男子 生 徒会 長
を迎え今 後の活 躍が一層 期待
されます ︒以下 は︑新生 徒会
長に抱負 を語って いただ きま
した︒
Ｑ１．生徒 会長に立候 補しようと

同

13

済 産業 省主 催 に) おい て ︑同
じく 全国約 校の中で ︑頂点
である 金賞 グ( ランプリ を
)受
賞し た︒この コンクール は︑
コン テンツ産業 の活性化 と国

入 試 情報

﹁ 年度入試説明会﹂ 全(５
回 も
) 月 日 日( を) もっ て
無事 終了し ました︒ 個別相 談

会 全( ８回 は) 月 日 日( の
)
１回 を残すと ころと なりま し
た︒今 年もた くさん の中学 生
が本 校を訪 れてくれ ました ︒
特に 男子の 姿が多か ったよ う
に感 じまし たが︑来 年は男 子
が３ 学年そろ う年度 でもあ り
ます ︒同時に 翌年に は︑初 め
て男 子の卒 業生が出 ます︒ 果
たし てどのよ うな進 路実績 を
残し てくれ るのか︑ こちら も
今から楽しみです︒

13

吹 奏 楽 部 県 大会

12

22

﹁ ア ン サン ブ ル ﹂部 門

15

八幡 社への奉納は 今年で４年
目 となり︑参拝客 からはなか
なか好評とのこと︒
来年の干支 は﹁虎﹂︒左右
に 虎を配した図 柄で︑右側の
虎 は﹁白虎﹂︒﹁ 白虎﹂は四
神の ひとつで大変 おめでたい
も のとされてい る︒部員総出
で 描き上げた絵 馬は︑これか
ら１年間八幡社に飾られる︒

■試験日
第１回

第２回

第３回

日 土(
日 火(

)
)

)

)

)

月 日 金( 〜) 日 月( )
冬期進学ゼミ
１月８日 金( )始業日集会
１月 日 土( ・) 日 日( )
センター試験

併願

■合格発表
単願・特待
１月
１月

１月 日 金(
単願
特待生
併願
１月 日 土(
併願
１月 日 日(
併願

平[成 年度入試 ]
■出願期間
１ 月４ 日 月
( 〜)
１月 ９ 日 土
(

27

銀賞受賞

12

月 日 日( に)久喜総合文
化 会館において 行われた︑第
回埼玉県アン サンブルコン
テ ストで︑本校吹 奏楽部アン
サ ンブルチーム は︑見事銀賞
に 選ばれ︑県大会 への出場を
果たした︒県大会においても︑
見 事﹁ 銀﹂を 獲得 ︒ ( 月
日 土( 於)・久喜総合文化会館 )
顧問 の福嶋先生や 桒野先生に
よ ると︑﹁完成度 がとても素
晴 らしくて︑もし かしたらと
思っていたら﹁銀﹂でした︒﹂
とのことでした︒
11

33

新生徒会執行部
に聞く

副会長

岩崎

看護の内 容と少 し違い ︑いつ
のまにか引き込まれていた︒
Ａ３．非言語コミュニケーショ
ン︑聞き上手︑﹁手﹂と﹁目﹂
がひと つにな って﹁看 ﹂とい
う字にな る︑技 術を身に 付け
るだけ が﹁看護 ﹂では なく︑
何よりも 相手を 思うこ とが大
切︑とい ったこと ひとつ ひと
つの講義 の内容 がとて も心に
響いた︒
Ａ４．介 護につ いても調 べて
みよう かなと 思った︒患 者さ
んの気持 ちにな ってお世 話で
きる看護 士にな りたい と強く
思った︒

入(間市立向原中学校出身

副会長

学の ︑どのよ うな専 門の講 義 たいと強く思うようになった︒ でき るの﹂ 城(西大学 )
が開 かれた のかは ︑下の表 の ● ﹁列挙ア ルゴリ ズム入 門﹂ を聞いて
通り です︒実 際に講 義を聴 い
埼(玉大学 を)聞いて
Ａ１ ．仕 事についての
た１ 年生に 感想を聞 いてみ ま Ａ １．初め て学ん だこと ばか 理解 と︑薬についての
した︒
り で最初 はとまど ったけ れど 理解どちらも良くわかっ
先 生がわか りやす く説明 して た︒
Ｑ１．講義 の内 容は理 解できま
くれたのでとても楽しかった︒ Ａ２ ．薬学といったら
したか︒
Ａ ２．興味 ある内 容だっ た特 将来薬剤師になると思っ
Ｑ２．興味ある内容でしたか︒
に タイリン グする ところ の映 てい たが︑化粧品関係
Ｑ３．工夫がされていましたか︒
像がおもしろかった︒
や食 品関係にも関係が
Ｑ４．大学 進学への意欲 はわき
Ａ ３．パネ ルやパ ワーポ イン あると初めて知った︒
ましたか︒
ト が使われ ていて 分かり やす Ａ ３．マッシュルーム
●﹁経済学を学ぶ﹂ 駒(澤大学 ) かった︒
を使 った 美白剤の実験
を聞いて
Ａ ４．早く 大学の 授業を 受け など 興味が湧く工夫が
Ａ１ ．自分 の思って いたよ り て みたいと 大学進 学への 意欲 され ていたと思った︒
たくさん学べることがあった︒ が湧いた︒
薬学に興味が湧いた︒
少し難しいところもあったが︑
Ａ４ ．薬 学部に絶対に
だいたい理解できた︒
進学したい︒
Ａ２ ．さら に興味 が湧い た︒
●﹁理 学のすすめ﹂
将来 に役立 つことが たくさ ん
東( 京電機大学 を)聞い
あった︒
て
Ａ３ ．黒板 を利用 した︑図 な
Ａ１ ．理 解できるとこ
どを 使って の説明 だったの で
ろも あったが︑難しい
わかりやすかった︒
内容だった︒
Ａ４ ．説明を 聞いて 内容が 分
Ａ ２．理系 に進む つもり なの
かっ たので 大学に 行って学 び
で ︑理系学 部の全 体像が 理解
できたので良かった︒
Ａ ３．風船 やゴル フボー ルを
使 った実験 をもと に講義 が進
み︑とてもわかりやすかった︒
Ａ ４．日常 の現象 にも興 味を
持 ち︑物理 学を学 んでみ たい
と思った︒
● ﹁高校生 のため の看護 学入
門﹂ 埼(玉県立大学 を)聞いて
Ａ １．看護 と介護 の違い など
とても分かりやすかった︒
Ａ ２．看護 をする 時に必 要な
コ ミュニケ ーション につ いて
の 講義で ︑イメー ジして いた

オ ー ディ オ
ビ ジュ ア ル部

際競争 力の強化 を目的と し︑
高校生 を対象に テーマを設 け
て公募 する短編映 像作品コ ン
クール で︑今年 のテーマ は︑
﹁環境﹂︒本校は﹁地球サミッ
ト﹂とい うタイト ルで作品 を
作り応 募した︒受 賞後︑作 品
はイン ターネット で発信さ れ
本校で も多くの人 が作品を 観
たという︒

今年も美術部が
巨大絵馬を奉納
今年も川越 八幡社からの 依
頼を受けて ︑本校美術部が 巨
大絵馬を描 き無事奉納し た︒

22

23

24

１月

日 金( 〜) 日 日( )
山村学園高校入学試験
日 木( 〜) 日 土( )
３年期末考査

２月５日 金( )
２年センター模試
２月９日 火( 〜) 日 土( )
２年修学旅行
２月 日 金( )送別会
３月２日 火( )卒業式

１月

28

17

24

30

13

快挙

オーディ オビジュア ル部が
次の２つ のコンク ールにおい
て以下のタイトルを受賞した︒
︻第４回高 校生映 画コンク ー
ル︼ 規定 作品 部 門 ﹁
( 地 球と
健康 ﹂ に
) お いて ︑全 国約
校の中から 優秀作品 に選ばれ
た︒
︻映 像甲 子園 ２ ００ ９︼ 経(

80

12

26 23

講義名
外国人に日本語を教える仕事とは
ボキャブラリー・ビルディング
未成年者
経済学を学ぶ
理学のすすめ
デザインを楽しむ＝列挙アルゴリズム入門＝
看護学を志す高校生のための看護学入門
薬学部を卒業すると何ができるのか
何をどれだけたべたらよいか 高校生の食事
もし、あなたが保育者だったら
子供にとっての遊びの意義
感情・知能の重要性
印象形成
国際関係学入門―文化論・人間学を中心として
スポ ー ツ が健 康 に 果た す 役 割 ―若 者 の メタ ボ リ ック シ ン ドロ ー ム

14

12

19

11

講師名
西川寿美先生
中道嘉彦先生
森田一夫先生
友松憲彦先生
小田垣孝先生
堀山貴史先生
中山久美子先生
藤堂浩明先生
西野智子先生
戸田雅美先生
天野勤先生
吉田悟先生
永久ひさ子先生
臼杵英一先生
高橋進先生

大学名
昭和女子大学
麗澤大学
東洋大学
駒澤大学
東京電機大学
埼玉大学
埼玉県立大学
城西大学
女子栄養大学
東京家政大学
聖徳大学
文教大学
文京学院大学
大東文化大学
大東文化大学

!!

22

25

16

22

28

12

●﹁感情・知能の重要性﹂ 文(
教大学 を)聞いて
Ａ １．﹁臨 床心理 学﹂と ﹁心
理学﹂の違いが分かった︒
Ａ ２．心理 学は︑ 自分が １番
興 味関心 のあるジ ャンル なの
で とても 良かった ︒今日 の講
義 で具体的 に何を やりた いか
が見えてきて良かった︒
Ａ３．話がとてもおもしろく︑
写 真とプリ ントで 順序良 く説
明 されてい たので 分かり やす
か った︒感 情のコ ントロ ール
の 仕方につ いての 講義が 具体
的でとてもためになった︒
Ａ ４．授業 の内容 や︑学 科特
有 の教室 ︑学習設 備など が写
真 で示さ れたので ︑大学 進学
に ついて具 体的に 考える こと
が できた ︒ますま す心理 学の
分 野に進 みたい と思った ︒そ
の ために はもっと 頑張ら なけ
ればならないと実感した︒
● ﹁薬学部 を卒業 すると 何が

17

分科名
国語･国文
語学
法律・政治学
経済・経営・商学
理学系
工学系
看護
薬学
栄養学・家政学
児童教育①
児童教育②
心理学①
心理学②
国際関係学
健康スポーツ

80

大学出張講義一覧

今 日は︑ 大学入 試セン ター を決 めると いうこ とは ︑自分 築す る力︑ 自制心 ︑模試 の分
試験のち ょうど１ヶ月前 です︒の将 来のこ とを真 剣に考 える 析力 ︑大学 に入っ てから の学
本校の ３年 生は勿 論︑全 国の とい うこと です︒ なりた い自 びの 力など に磨き をかけ る絶
受験生 は最 後の追 い込み とや 分を 想像し てみる こと です︒ 好のチャンスだと考えます︒
らで必 死に なって いるこ とで わく わくし てき ます︒ やって
先 日︑私が 授業 に出て いる
しょ う ︒健 闘
あるクラスの黒
を祈ります︒
板に︑﹁勉強に
勉強には︑あなたの人生を切り開く力がある
さ て ︑受 験
は︑あなたの人
というものは︑
生を切り開く力
まんざ ら悪 いもの ではな いで みた いこと が決 まって ︑大学 がある﹂と書いてありました︒
すよと いう 話をし たいと 思い 受験が立ち はだかるのな らば︑なる ほど︑い つか 使わせ てい
ます ︒１年 生︑２年 生は 来年 何とか乗り 越えてみて下 さい︒ただ こうと 思い覚 えてい たの
度の選 択科 目の希 望調査 が終 受験 は︑各教 科の 学力の みな です が︑今 回︑全 校諸君 にこ
わった とこ ろです ︒選択 科目 らず 自分の 学習ス タイル を構 の言葉を贈ります︒ (月 日記 )
12
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