
 

～保護者の皆様へ～ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

夏休みが終わり、本日よりいよいよ 2 学期がはじまります。覚えていますか。『カッコいい南高生を目指せ！』これは学年主任

の私が皆さんになってほしい姿としてお願いした 1 学期の学年目標でした。南高生として胸を張って、どんな場所でも堂々と振舞

っていける姿を、これからも期待しています。それでは、高校生活 3 年間の折り返し地点となる高二 2 学期の目標を発表します。 
 

key word： 「開拓者精神」を発揮せよ 

 

ついに本丸です。これは言わずと知れた本校の校訓 “Frontier Spirit” の日本語。校長室には『開拓精神』の木

版レリーフがありますが、校訓としては『開拓者精神』が正式です。ではこの精神がどんなものか言えますか？  
 
 

 『 新天地アメリカを切り拓いていった清教徒たちの心構え 』を示し、 

『 彼らは、どんな厳しい環境であろうと、自らの体力と知力の限り挑戦し、これを克服していきました 』 

とあります。 

『 生徒一人一人が夢の現実に向けて努力を重ね、未知の領域を切り拓いていく 』 これを全力発揮です！ 

 

 さて、2 学期は部活動、学校行事、もちろん普段の授業と、やることが目白押しです。臆せず、怯まず。イバ

ラの道も力を合わせ切り拓いていきましょう！ どんな厳しい環境でも、体力と知力の限り、やり切って、やり切

って乗り越えましょう！ 夢を持ち、努力を重ねる。そんな生徒たちを学年職員全力で支えたいと思います。 
 

（ちなみになぜ、英語版があるのか。本校の沿革によると、南高、実は今から 60 年前の 1963（S38）年、英語研究指定校とし

て船出しています。だからではないかと“推測”します。初代校長の日向譽夫先生の筆跡で書かれた“Frontier Spirit”の英文字は、本

校のマイクロバスとワゴンのボディーにも描かれていますね。なんとも斬新かつスタイリッシュなデザインだと思いませんか。） 
 

～ コロナ禍と 平和教育と 修学旅行 ～ 

少し気が早いですが、これから 3 か月半後の 12 月には、修学旅行が予定されています。コロナ禍で経験する

貴重な修学の機会、その学びの中心軸に『平和学習』を据えたいと考え、準備を進めることにしました。 
 

『戦禍』という言葉があります。日常や人の心そして命を完全に奪い去ってしまう『戦禍』です。比べて、最

近の『コロナ禍』は重篤なケースは減少し、一人ひとりの心がけと、適切な行動様式で対処が可能なものに変わ

りました。それもこの 2年半、感染対策の日々を通して身につけてきた習慣ゆえです。私たち教員が対応すべき

は、このような時代に生きなければならない、若い感性を持つ高校生たちへ、どんな厳しい環境であろうと、未

知の領域に挑むことの価値を説くことだと思います。まさに、恐れず「開拓者精神」を発揮せよ！と、後押しし

たい。 

この夏、宿泊学習会やフロンティア探究での校外活動といった行事が、生徒・教職員・受入れ団体関係者のご

協力のもと、無事終了、成功することができました。学校を離れて実施する貴重なこうした機会において、正し

い情報認識と判断力をもって、準備し、実践し、対処できる力を身につけていく、生徒にとってそんな活動こそ

が日常に変われば幸いです。なお、この 1 か月余り、国内の新型コロナウイルスによる感染状況は予断を許さな

い状況にあります。修学旅行の日程や方面については、現状ではプラン変更はせず実施することを判断しており

ますが、生徒の皆さんの意向を第一に尊重したいと考えますので、沖縄、瀬戸内四国、両方面での実施について、

意見をきく機会をつくりたいと思いますので協力してください。 
 

今後の日程として、今週 26 日（金）は F 探と LHRの 2 時間を使い、平和講和を実施します。演題は『牛島満

と沖縄戦』です。今回ご縁があり、皆さんのためにわざわざ沖縄から本校へと足を運んで下さる講師の牛島貞満

先生は、旧陸軍牛島満司令官のお孫さんにあたる方で、大変貴重な資料（史料）もご持参下さるそうです。 

また、つづく 9月の F 探では、夏休み前に新聞記事を利用し、沖縄戦についてレポートを作成する作業をしま

したが、それを受けクラスでグループ別に、平和教育に関わる新聞制作に取り組んでいきます。11月には授業で

のクラス発表を、また、新聞掲示をと考えております。現代社会と平和の在り方を深く掘り下げていきましょう。 
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（ 平和教育に関連する内容は裏面へ続きます ） 

※当日、ご視聴いただけなかった保護者の皆様に向けて概要のみになりますが、簡単に内容をご紹介いたします。 

 

思春期は第２次性徴期の身体の変化とともに始まり、大人になる準備をする時期にあたる高校生たちにとっ

ては、自らの心の課題と向き合う時でもあります。 

保護者の方々に事前に取らせていただいた、現在気になることへのアンケート結果は、①親子関係、②子供

の自立について、③友人関係、④勉強の方法の順でした。勉強方法については、専門である学校の先生方にア

ドバイスを委ねることとして、本日は主に３点に絞りお話しします。 
 

(1)自立と自律 

 自律とは、身体・能力・経済力といった外的な独り立ちを意味します。対して、自律とは、価値観・信条・

理念・哲学といった内的な独り立ち、つまり、心の内面の成長を意味します。この目に見えない独り立ちに親

が、どう関わるべきか、または、関わり過ぎず見守れるかが鍵です。 

(2)親離れと友人関係 

 それぞれの年齢において異なる課題があり、それを理解して親が適切なかかわりを持てるか…。 

 分化期  10～12 歳 母と子の間に“チャム”と呼ばれる同性の友人＝中間対象が存在し母親から離れる 

 最接近期 12～15 歳 “チャム”との関わりに変化が訪れ自分の存在確認のため母親に再度甘える時期 

 練習期  15～18 歳 社会的存在としての父・家庭内での母が「親」として認識 大人への移行準備として

子（高校生）は「親」との間に異性や異世代の“自我理想”を持つように変化 

 固体化期 18～22 歳 「親」（父母）・子（本人）・自我理想（理想像）のそれぞれを尊重できる時期 

(3)アイデンティティーの確立に向けて 

自分らしさとは？ 私とは何者か？ を葛藤、格闘しながら模索している時期。友人関係をうまく築けない、

友人の一言で傷つく、悩む。中学までは学年でも上位、でも南高では…。中学ではできたのにいまは難しく

て、自分はダメなんじゃないか？ そんな悩みは成長するための課題です。18 世紀フランスの思想家、ジャン＝

ジャック・ルソーは「青年期は第二の誕生」として本人が苦しむときと言っています。高校生の課題を親が肩

代わりしてはいけない✘ （ちなみに、第一の誕生は子の出産で、母親が苦しむときを指すそうです） 
 

今どきの親子の特徴 

・境界があいまい「一卵性親子」親が友人関係を楽しんでいては✘ 親自身が未成熟では不健全な親子関係に 

・先回りレスキュー「ヘリコプターペアレント」心配しすぎてすぐに子供を救済✘ 子供は傷つくチャンスを

先取りされ、乗り越えていく経験を奪われる。また、傷つかないよう保護されるのが当然と考える。 

親が子供をどれだけ信じることができるかが課題。 

高校生の子供がいる家族の特徴 

・親自身、身体の変調が起こる人生の節目にいる家族が多い ⇔ 子供の成長の揺れが親にも影響 

 ⇒ 親の不安が子供を刺激し問題行動を助長 / 親の事情が優先となり子はそれを支えるコマの一つとなる… 

理想は、子供の揺らぎには動じずに、親自身がつかず離れずの適度な距離を取って付き合えるか否か 

 

・お子さんが高校生になったら家族も新たなステージへ。家族のメンバーとの心理的距離も増大し始めま

す。親は変化を歓迎する態度で見守り、家族間の境界はより柔軟に。高校生は親の統制下に置くのではな

く、半独立のポジションに立たせてあげ、親⇒子への力の差は、できるだけ小さくしてあげましょう。 
                                                 
 

 その他、コロナ以前とコロナ禍で変化した高校生の心理や、集団の中で見通しが立たず不安や緊張にあ

る若者の特徴、医学的にも認証されたゲーム症の症状について、適度にリラックスするための身体的な

筋弛緩法など、専門的な内容も細かくお話を聞くことができました。長田先生有難うございました。 

 



 
現高校 2年生が受験する来年度の共通テス

トは、現行教育課程最後の入試になります。 

卒業後の 2025 年度からは新課程入試に切り

替わりますが、浪人した場合でも経過措置と

して、既卒生用の受験科目が準備されますの

で安心してください。ただし、新課程で設定

される教科「情報」については、現行課程の

情報に関する内容で経過措置科目が設定され

ます。受験科目として現在学習していないた

め、国公立大学については各校の受験要項を 

☜  確認していくことが必須になります。 

                              

 7月 15日(金)の科目登録説明会では、普通クラスは教務の清

水先生、理数クラスおよび理数科は萩原先生から、来年度の科

目選択にかかわるオリエンテーションが持たれました。現時点

では、私立大 or国公立志望に限らず、入試科目を安易に絞るこ

となく、カリキュラムで求められる履修科目を、学びたい学

部・学科で必要となる最大限の試験科目の範囲でまずは履修し

力をつけていくことです。右の図にもあるように、得意  ☞ 

科目のみに絞れば絞るほど倍率は高くなり、競争は激化します！ たとえ現在

は苦手だと感じている科目であっても、着実に、確実に学習を進めるうちに得

意科目に変わっていったという例は良くありますので 2 学年の今は特に英数国

3 科目を中心に授業を通した基礎・基本の定着を図り、2学年中盤の時期とな

る秋以降は、来年度を見据え選択する科目も見据えながら、定期試験や模試を

☜  利用しながら苦手分野の克服に努めましょう！ 

また、右下の図に示すとおり、大学進学後に学ぶ学問についてしっかりと考

えなかった生徒ほど、大学入学後に所属の学部・学科に不満を持つ割合が 5 割

近くにも上るというデータが示されました。大学満足度は高校での進路研究で

決まるといえます。   ☞ 

なお、夏休み期間中の F探の課

題でオープンキャンパスに参加し

大学研究について進めるレポート

課題がありました。これらも踏ま

え、仮登録用紙提出は 9 月 28 日

(水)に、10月 25日(火)～27日(木)までの三者懇談を通して、最終

確認ののち、本登録の〆切は 10 月 28日(金)になっています。 
 
最後に、保護者の皆様とお子様の間での意識の違いについて左 

                     下の図に示 

    ☜  しました。                        

た。 

                                    一番の意識の違いは金銭に関 

する相談で、親が 7.8％に対 

し、子供は 40％が相談すべき 

だったと、後悔しています。 

 講座では他にも具体的事例 

をあげ解説がありました。2 

学期は、親子で進路に関する 

る話を沢山してみて下さい。 



（ 表面 平和教育に関連する内容のつづき ） 

『2022 年 8 月 終戦記念日に寄せて』      ２学年主任 植松光和 
 
私の祖母は 1904 年（明治 37 年）生まれでした。生きていれば 118 歳になります。その祖母から、小学校のこ

ろ、満州や、支那事変（日中戦争）、大東亜戦争（太平洋戦争）のはなしを聞いた覚えがあります。ただ、幼かっ
た私にはよく分からない言葉の記憶としてしか残っておらず、今となればとても悔やまれます。中学校に入り、
社会の授業で 1904 年に起こった日露戦争について学んだとき、身近なものとして感じられなかった日本の歴史
が、実はそう遠くない昔の出来事なのだと実感できたことを鮮明に思い出します。 
 
 さてこの夏、私は人生ではじめて長崎を訪れました。自分の子供に戦争の歴史について触れさせたかったから
ですが、同様に私自身この街が持つ歴史的意義について、どうしても今年、自分の足で現地を歩いて確認したか
ったのが本音です。 
 
長崎はアジア大陸から最も近い場所に位置し、多くの島々と入り組んだ港がある、大海に開かれた場所に位置

します。それ故、この地がキリスト教布教の歴史を背景に、14 世紀以降、西洋との関わりを他のどこよりも強く
持ち、鎖国の時代でさえ、日本で唯一外国に開かれた窓口であったことは、地理的に何ら不思議なことではあり
ませんでした。西欧列強の大航海を背景に、航路開拓や新天地への探検を命がけで試み、交易や資源、領土拡大
を求めた諸国の艦隊が、江戸時代末期に開国を迫ったのも時代の必然でした。 
 
明治に入ると長崎は、製鉄・炭鉱・造船といった日本の産業革命を支える要地として変貌しました。1868 年、

明治維新により江戸幕府に代わって、新政府は西洋式の近代国家を志向します。富国強兵もその一つでした。外
交では欧米諸国との条約改正、隣国との国境確定、清・朝鮮との関係再構築が急がれ、ユーラシア大陸北部の内
陸に広大な領地を持ちながら、海を渡るために冬場でも凍らない港を手に入れたいロシアの南下政策は日本の脅
威でした。だから、日本の安全保障上、対馬（長崎県）などと近接する朝鮮半島に、西洋列強を軍事進出させな
いことは最重要課題だった。そう高校時代の歴史の授業で習ったことを思い出します。 
 
日本が太平洋戦争で敗戦した 1945 年は、明治維新以来 77年目にあたります。そして、そこまでの歴史を一言

でいえば、「戦争の時代」だと私は思います。 
 1894 年にはじまる日清戦争によって、日本の近代外交上、大和朝廷以前から続いた中国王朝との*冊封体制は
完全に崩壊しました。（*冊封体制とは、日本史の用語として中国を中心とした周辺諸国との朝貢関係を指します。
現在の沖縄にあたる、かつての琉球王国もその体制下の一国でした。） 

1904 年には、東シナ海に通じる朝鮮半島周辺の港、および、満洲の権益を狙うロシア帝国と、大日本帝国（日
本）との間で戦争がはじまりました。両国合わせて約 17 万人に上る膨大な犠牲者を出したこの日露戦争では、
長崎沖近海で大規模な艦隊戦が繰り広げられました。この大戦での勝利によって、帝国主義への道を邁進するこ
とにつながり、その後、1931 年の満州事変を皮切りに、37 年には日中戦争、41 年の真珠湾攻撃による日米開戦、
そしてついに、45 年 6 月には米軍が沖縄に上陸、15 万人ともいわれる民間人を含む約 23 万人の犠牲者を出す
陸上戦に敗れ、8月 6 日には広島に、続いて 9日に長崎へ原子爆弾が投下。その後 1 週間を待たずして、15 年間
続いた戦争が日本の敗戦をもって幕を閉じました。 
 
世界で最後に原爆が落とされた地、長崎を今回訪問し、印象的だったのは、原爆資料館で見た記録映像で語っ

ていた、ひとりの外国人被爆者の証言でした。 
『私は、長崎への原子爆弾投下は良いことだった思います。日本が 15 年間続けた悲惨な世界戦争を終わらせ

るためには、どうしても必要だったと思うからです。』 
この言葉を耳にしたとき、大量殺戮兵器の被害国という意識は薄れ、何故、日本という国が、原子爆弾を使用

されなくてはならなかったのかという、ものごとの根本へと思考が巻き戻され、 
『戦争に負けた日本の国民は、自分の国が戦争を起こした加害国だという自覚 
がありますか？』と、問い正されている気持ちになりました。 
 

77 年前の敗戦を機に、日本近代の歴史は折り返し地点を迎えました。その後、
この国が他国と戦争を交えることなく、若い命を含む戦死者を出すことがなかっ
たのは、実に幸いなこと、歴史的にも平和で過ごせたのは、むしろ稀な日常だった
のかもしれません。 
 
 2022 年 8月、一転、世界では民間人を巻き込む戦争が続いています。ロシアが
抱える歴史的課題は、祖母が生まれた 118 年前と変わりないように私にはみえま
す。黒海に面したウクライナの半島には貴重な港があり、ロシア海軍・黒海艦隊の
基地が置かれています。地政学的理由ゆえに、かつての兄弟国であっても、西側諸
国と手を結ばれては不都合な国家的利害によって侵攻は止まない。そんな歴史が、
いまも繰り返えされています。 

                                                   

次回【 2学年通信 第８号 】は、8月 1日～5日に実施された夏季宿泊学習会（理数科・理数クラス）、および、普通科の登校学習

会に参加した生徒たちの感想ほか、夏休み中の各種活動に参加した生徒の様子を声にしてお伝えする予定です お楽しみに！ 


