
 

6 月 9 日(月) 集団面接練習 (１) ７月 4 日(金) アセンブリ 

 10 日(火) PTA 総会欠席者連絡会  5 日(土) 土曜講座 

 11 日(水)-13 日(金) 6 月 AT  ８日(火)-1０日(木) ７月 AT 

 16 日(月) 集団面接練習 (２)  12 日(土) 進研模試(1) 

 18 日(水) 集団面接練習 (３)  13 日(日) 進研模試(2) 

 21 日(土) 土曜講座  18 日(金) 授業終了日 

 24 日(火) 体育大会  20 日(日) 代ゼミ模試（希望者） 

 ※体育大会予備日 26 日  25 日(金) 学年保護者会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆学年主任より☆ 

大分県立別府鶴見丘高等学校 第３学年 学年通信 

                                     

                                   

                                   

 

『夢を語れる人になろう』 
 

高校県総体では、多大な応援、ありがとうございました。生徒たちもそれぞれの競技で全力を出し

きってくれたものと思っています。おそらく、其処ここで沢山のドラマが生まれたことでしょう。次

回の学年通信第６号では、県総体の特集を組み、ご報告する予定です。 

さて、５月の後半から２週間、長い方は３週間の期間で教育実習生が来ています。３年部にも実習

生が配属され、将来の教員の卵たちが頑張って実習しています。もちろん、全員が鶴見丘の卒業生で

あるわけですが、久しぶりに母校に戻ってきて、それぞれに「思うところ」があるようです。厳しい

受験を乗り切ってきた先輩から、体験談なりアドバイスなりをもらうことは、今の生徒にも大変参考

になると思います。（私も２５年ほど前を思い出します。）実習生には後輩たちに、『夢』をたくさ

ん語ってもらいたいのですが、第２面にある寄稿文はそのような内容になっているでしょうか！？ 

でも、よく考えたら、たった４年で今の３年生も実習生になって帰ってくるのかもしれませんね。

そのとき、後輩たちに体験談を話せるくらいの頑張りが、今から求められてくるのですが…。 

さあ、来週は 6 月 AT。その前に、模試、英検です。 

学年主任 岡本 秀一 

第 ５ 号 

2014 年 6 月 6 日 

学年主任 岡本 秀一

☆今後の日程☆ 各行事の詳細や変更は HR 等で説明します。毎月行事予定表も配付されています。 

 
 

 
 

 

5 月 19 日から教育実習期間を迎えています。実習に励んでいるの

は本校の卒業生 12 名。期間は２週間から 3 週間。主に１・２年生

の HR に配置され、HR 担任や授業担当の業務を経験しています。 

今回は、そんな先輩方から３年生の皆さんに向けて、特別にメッ

セージを書いて頂きました。じっくり読んで下さい。 
 

✏「教育実習」とは、教員免許状を取得するために履修する必要のある、大学の教育課程科目の一つです。将

来教壇に立つ目標を持っている学生は 2 年次より履修登録し、各自で実習希望先に問い合わせ、いわゆる予約を

します。免許状取得に必要な科目は大きく分けて教育に関するもの、教科に関するものがあり、各大学によって

若干異なります。他の学生よりも履修単位が多くなるので、日頃の勉強量も必然的に多くなります。 

特特特集集集   

～ 実習期間中、毎朝昇降口で挨拶 ～ 



 
 

穴見健吾さん 

「目先の事に全力で取り組もう」 

（人文･人文社会･歴史学･西洋史） 

私が皆さんにお伝えしたいのは、

「一日一日を全力で頑張る」とい

うことです。やらなければならな

い事に正面から取り組み、一つ一

つ確実に自分の力にしていって下

さい。努力はやった分だけ返って

来ると思います。後悔だけはしな

いよう、目標を持って勉強するこ

とをおすすめします。頑張って下

さい！ 

佐藤志帆子さん 

「３年生に伝えたいこと」 

（人文･言語文化･中国語文学） 

3 年生の皆さん、受験勉強お疲れさ

まです。受験時に私がよく思い出し

ていた格言で、「心ここにあらざれ

ば、視れども見えず、聴けども聞こ

えず、食えどもその味を知らず」と

いうものがあります。辛い時期は上

の空になることもあると思います

が、集中した 3 時間は、だらだら

10 時間に勝ります。気持ちの切り

替えを上手に行い、楽しい大学生活

に向かって頑張って下さい。 

一丸さとこさん 

「夢に向かって」 

（体育･体育） 

３年生の皆さん、こんにちは。東京女

子体育大学 4 年生の一丸です。私は

18 年間新体操を続けています。この

大学を選んだ理由は２つあります。ま

ず、日本一の大学で新体操を続けたい

と思ったから。そして、昔から体育の

教員に憧れを持ち、大学で教員免許を

取得したいと思ったからです。自分が

大学で何を学びたいかよく考え、慎重

に進路選択して下さい。応援していま

す。 

小屋貴典さん 

「今の 3 年生へ」 

（体育・体育） 

高校時代の思い出や頑張った事

は、一生忘れないと思うので、後

悔しないように、今を頑張りまし

ょう。今は大変だと思いますが、

高校生をもう一回することはでき

ないので、とにかく頑張れ。敢え

て 2 度繰り返しました。 

 

藤原 修さん 

「チャレンジ精神」 

（法文･総合政策） 

皆さんに伝えたいことは、何歳にな

っても挑戦する気持ちを持ち続け

て欲しいということです。この思い

を持つことで、多くの失敗や成功を

経験することができます。この経験

が役に立つ日が必ず来ると思うの

で、チャレンジ精神を忘れないでく

ださい。 

佐藤遼太郎さん 

「将来～一日一日を悔いなく過ごす」 

（経済･経済） 

受験日が徐々に近づくにつれ、不安な

事が多くなり、焦ってしまう人も出て

くると思います。周りの環境に流され

るのではなく、自分のしていることの

一つ一つを確実にこなしていくこと

が一番大切なことなので、忘れずに頑

張って下さい！！ 

                 

須賀晴菜さん 

「受験 がんばって」 
（教育福祉･情報社会文化･総合表現） 

皆さんこんにちは！！いきなりで

すが、志望大学は決まりましたか？

「まだ３年が始まったばかりで決

まっていない。」「部活が終わってか

ら考える。」こういう方は危険です。

というのも、私自身がそのせいで受

験に苦労したからです。皆さんに今

伝えたいのは、早めに志望大学を決

めることです。そうする事で対策も

しっかりできますし、モチベーショ

ンもかなり違ってきます。皆さんが

来年の春、笑顔で大学の入学式を迎

えることを願っています。 

桂木莉奈さん 

「後悔しないようにするために」

（教育･中等教育･数学） 

今、皆さんは毎日の授業の予習や復習

そして小テストの勉強や課題などに

追われて大変な日々を過ごしている

ことと思います。センター試験と大学

受験について、2 つアドバイスしま

す。１つ目は一緒に励まし合い頑張れ

る仲間を持つことです。2 つ目は試験

当日に自分が自信を持てる勉強をし

ておくことです。この 1 年間は本当

にきつくて大変だと思いますが、大学

は本当に楽しく、色々な経験ができる

場所です。自分の夢実現のため、 後

まで諦めずに頑張って下さい。応援し

ています。 

野口 恵さん 

「プラス思考」 

（教育･中等教育･書道） 

学校生活は楽しく過ごしていますか。

私は毎日勉強に対して苦手意識があ

り、マイナスなことばかり考えていま

した。大学生活３年間を終え、4 年目

になった今、皆さんに一番伝えたいこ

とは、物事をプラスにとらえることで

す。そうすると物事はプラスに動き始

めるのだと改めて実感しました。勉強

にしても部活にしても、まずはプラス

にとらえてみると、何か今までと変わ

ってくるのではないかと思います。こ

れからの学校生活頑張ってください。

杉田大地さん 

「勉強の基準」 

（水産･資源機能化学） 

こんにちは。化学を担当していま

す杉田大地です。私は大学受験を

通して何度も後悔を繰り返しまし

た。ですから皆さんが勉強する時

は「後悔しないかどうか」をその

勉強の基準としてみてください。

ＡＴや模試の勉強にも同じ様に取

り組めば必ず結果はついてくると

思います。頑張って下さい。 

田村大輔さん 

「何のために」 
（国際文化･国際文化･中国･アジア文化）

私が皆さんに伝えたいことは、「何の

ために大学に入ったのか（入るのか）」

ということです。大学は高校よりも自

由な時間が多いです。受験勉強の反動

でだらけてしまい、何のために大学に

来たのかを忘れてしまうこともある

と思います。私はそれで失敗しまし

た。ですから皆さんには「何のために」

ということを忘れないで欲しいです。

松山 廉さん 

「受験勉強は諦めない気持ちが大事」 

（総合科学･人間文化） 

「受験勉強はあきらめない気持ちが

大切である。」これが、唯一、私が３

年生に伝えたいことです。受験勉強に

対し、不安なことでネガティブに考え

る事もあるでしょう。しかし、そんな

時こそ、諦めないことで未来が開けま

す。そして、その経験はあなたの自信

につながるでしょう。受験勉強、頑張

って下さい。 

別府鶴見丘高校 HP ☞ http://kou.oita-ed.jp/bepputurumigaoka/ 

✉３年生に伝えたいこと✉ 


