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新年度のスタートにあたって 
 

◆ 4月は新しいスタートのとき 

4 月 6 日に晴れて 240 名の新入生が入学し、新たな吉田高校がスタートします。1 年生のみな

さん、ご入学誠におめでとうございます。そして、ようこそ長野吉田高校へ。また、2 年生もク

ラス替えを行い、1 年生同様に期待と不安が入り混じった気持ちです。さらに 3 年生は最終学年

の重圧や、多くの生徒にとっての関門となる大学入試に対する闘志も沸いていることでしょう。

現在、高校は成人を控えた最後の学びの場でもあります。昨年の４月から民法の成年年齢が 18歳

となり、親の同意を得ずとも自分の意志で様々な契約や決定が可能となります。高校卒業までに

は誰もが主権者となり、独立した成人となることを自覚して学びをスタートさせましょう。 

◆ 高等学校で学ぶ意義 

『やるかやめるか、それで言えば、やめるのは一番簡単な決断だ。』 

WBC日本代表の優勝に導いた栗山秀樹監督の言葉です。日本ハムの監督時代、札幌ドームの

監督室にあるホワイトボードに大切にしたい言葉を書いていました。「迷った時は、厳しい道

を進め」昔からよく言われることです。難しい道を進むと、大変なことは増えますが、将来的

には実りある人生となる可能性が高くなります。困難なことに何もせずに後悔することなく、

やれる努力をしていきましょう。清明な４月のこの時期に、この一年の目標を立て失敗を恐れ

ず進めていこう。これから１年のスタートを送る吉田高生の皆さんに、次の言葉も送ります。 

「夢なき者に理想なし 理想なき者に計画なし 計画なき者に実行なし 実行なき者に成功

なし ゆえに夢なき者に成功なし」吉田松陰 

また、新年度にあたり、皆さんには今こそ「学び」に対して主体的であること、また謙虚であ

ることを願わずにはいられません。世界ではロシア軍によるウクライナ侵攻で人間の尊厳を踏み

にじられました。国際社会をつくるものは物理的な力ではなく“知による力”です。21世紀を生

きる私たちには、沢山の学ぶべきことがあります。どうか高等学校のすべての授業が、知識とし

て人類の財産を吸収し、知性を磨き、今後の礎をつくる場であることを忘れないでください。そ

して、高校の先にある学びの場を希求してください。 

◆ 進路希望の実現に向けて 

 これからの１年間、私たち進路指導係は、皆さんの進路希望を実現するための情報提供に努

め、様々な企画を通じてキャリア教育を進めます。しかし、進路実現の原動力はあなた自身の

「日々の学習を積み重ねた確かな学力」と「積極的で主体的な行動」に他なりません。このこ

とを忘れず、力を合わせて頑張っていきましょう。 

 なお、この「長野吉田高校進路室だより」は、3年生版は適時に、1・2年生

版は月１回を目標に発行する予定です。配布した際には目を通し、ご家庭にも

届けて下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ．進路決定者（実数） 2023/3/31現在

四年制大学 短期大学 専門学校・その他 進学準備 就職 自営 卒業生数

男　子 120 0 5 20 0 0 145

女　子 109 1 6 12 0 0 128

合　計 229 1 11 32 0 0 273

2 ．合格先（延べ数）

国公立大学　143名

弘前1 岩手1 秋田1 福島1 筑波2 茨城1 宇都宮2 千葉3

群馬3 埼玉6 山梨4 東京学芸1 新潟9 上越教育5 長岡技術科学1 信州26

金沢5 富山10 静岡2 名古屋2 名古屋工業1 愛知教育2 三重1 滋賀1

奈良教育1 大阪1 鳥取1 大分1

青森県立保健1 秋田県立1 福島県立医科3 埼玉県立3 都留文科2 高崎経済10 新潟県立1 新潟県立看護1

長岡造形2 長野県立5 長野6 長野県看護4 公立諏訪東京理科1 富山県立4 石川県立2 敦賀市立看護1

尾道市立1

私立大学　415名

つくば国際1 ヤマザキ動物看護1 愛知1 愛知学院1 愛知工業1 杏林1 育英館1 開智国際1

関西3 関西医科1 関西学院1 関東学院4 岐阜聖徳学園2 京都産業4 京都女子2 京都精華1

京都美術工芸1 玉川1 近畿6 金城学院2 金沢工業13 駒沢女子1 駒澤8 群馬パース5

群馬医療福祉2 高崎商科1 国際医療福祉5 国士舘2 佐久2 桜美林4 山梨学院1 産業能率2

実践女子2 芝浦工業1 淑徳1 順天堂3 女子栄養2 昭和音楽1 松本10 松本歯科1

城西2 城西国際2 常葉8 新潟医療福祉11 新潟工科2 新潟国際情報1 新潟食料農業1 新潟薬科6

神奈川28 神奈川工科2 人間環境5 成城1 成蹊2 清泉女学院7 青山学院5 跡見学園女子1

千葉工業5 千葉商科1 専修18 洗足学園音楽1 創価1 足利2 大阪経済1 大阪芸術1

大谷1 大東文化8 大同3 大和1 中央3 中京5 朝日1 長野保健医療8

追手門学院1 帝京5 東海6 東京家政7 東京基督教1 東京経済6 東京工科1 東京工芸1

東京国際1 東京都市3 東京農業2 東京理科1 東邦1 東北学院2 東洋33 同志社2

日本8 日本医療科学1 日本歯科1 武庫川女子1 武蔵1 武蔵野4 文化学園2 文京学院2

文教8 法政11 北里8 北陸2 名城7 明治6 明治学院1 明星6

立教3 立正3 立命館5 龍谷5 麗澤1 國學院3 獨協6

公立短期大学　1名

山形県立米沢女子短大1

私立短期大学　3名

清泉女学院短期大学1

専門・専修学校　12名

長野県看護専門学校1 長野美術専門学校1 大原学園1

武蔵野学芸専門学校1 専門学校日本ホテルスクール1

大阪観光専門学校1埼玉コンピュータ医療事務専門学校1 京都ホテル観光ブライダル専門学校1

東京都立広尾看護専門学校1 トヨタ東京自動車大学校1

須坂看護専門学校2

進路指導係

令和４年度卒業生合格状況（全日制）

ヤマザキ動物看護専門職短大1 中日本自動車短大1



３年生のみなさんへ  

旅立ちに向けた 1年間 

来年 2024年 1月 13日（土）14日（日）には大学入学共通テストが実

施されます。今年度初回となる 4月 15 日（土）に予定されている全統

共通マーク模試も、午後７時近くまでの長丁場です。志望校の合格に必

要なのは、学力だけではありません。気力と体力がともに不可欠です。

誰にとってもつらく苦しい大学受験とは、やはり高校生のような心技体

に充実した年頃だからこそ乗り越えられる試練であり、君たちを大きく

成長させることでしょう。 

◆本校の精神は「晴耕雨読」、君の人生にとってこの１年間の意義は何か 

文武両道は本校のモットーです。生徒がその本分である学習を生活の根幹として、班活動ほか様々

な活動に努力し、心技体にバランスよく成長していくことは大切です。この先の上級学校合格や就職

内定までには、これら高校生活を通じて培った総合的な力が試されていくことになります。 

一方、本校の精神は、校歌にもあるようにあくまでも『晴耕雨読』です。「時に応じ、やるべきこ

とに懸命に取り組む」との言葉は、とても文化的で素敵です。皆さんにとってこの 1 年間は、旅立ち

に向けて最大限の努力をする時に他なりません。そしてまた、この密度の濃い 1年間が皆さんをさら

に鍛え、未知の可能性を引き出し、新たなステージへと引き上げてくれるはずです。 

◆忙しい時ほど授業を大切にする 

学校生活の大半は授業であり、3年生では内容が徐々に入試向けになります。だからこそ、一番効

率の良い勉強方法は授業を中心に据えて集中することです。これまでの入試でも、授業をないがしろ

にしていた先輩は結果を出していません。また、1学期は班活、暁峰祭と多忙を極めますが、そうい

う時こそ、授業のポイントはその日のうちに覚えてしまうつもりで学習することです。毎日の予習・

復習や課題テストの準備を家庭学習の中心に据えると、学習にリズムが生まれます。もちろん、時間

と体力に余裕のある人は、その限りではありません。毎日の授業を一時間一時間大切にしましょう。 

◆基本的な生活習慣の確立（遅刻・欠席、提出期限、生活のきまり） 

新年度のスタートにあたり、まず留意してほしいことを述べます。学校生活では、朝、気持ちよく

スタートできるかが大切です。遅刻・欠課は授業に向かうムードを損ないます。また、それらが重な

ると友人や周囲に心配をかけます。自分の行動が周囲に影響を及ぼしていることを察する想像力を持

ちましょう。社会に出ると、約束を守らない人間は信用されません。「ルール」を守る習慣は“あな

たにとって”得策なのです。この 1年間は、高校卒業後にも通用する生活態度を求めていきます。自

己の健康管理に責任を持ち、挨拶・清掃・頭髪など「生活のきまり」は徹底してください。 

◆大会、暁峰祭で力を出し切る 

最終学年としてのポイントは、最後の大会、暁峰祭で、今まで培ってきた力を存分に発揮し、楽し

むこと、そして喜びや悲しみを仲間と分かち合うことです。持てる力とエネルギーを完全に燃焼させ

てこそ、次のステップにスムーズに進んでいくことができます。試合の勝敗や発表の出来・不出来で

はなく、自分の持てるものを全てぶつけたという実感と、それに伴う感動を経験し共有することで

す。そういう経験をした人は、その後の学習や受験でも、持てるものを全てぶつける努力をし、全力

が尽くせるはずです。 



 

◆仲間の存在を忘れない 

これから入試まで、いろいろな壁にぶつかるでしょう。そのとき忘れてはいけないのは、自分一人

だけが悩んでいるのではないということです。周りにいる吉田高校の仲間が皆同じ不安を抱えながら

頑張っていることを思い出してください。入試は団体戦であり、3年生全体が大きな 1 つのチームな

のです。目標は違っても、助け合っていくのがチームメートです。真剣に努力すればするほど悩みや

不安が出てくるものです、でも悲しく苦しいのは君だけではありません。同じ班活の仲間、クラスの

仲間、授業・講座の仲間とお互いに支え合い、全員で前に進んで行く気持ちを持ちましょう。 

◆途中で戦いをやめてはいけない、最後まで粘り抜く 

今年はたくさんの模試を受けることになります。模試では合否判定が出ますが、その結果に過剰に

反応し、安易に志望をあきらめたりしてはいけません。もちろん、最終的に出願校を決める際には、

夢みたいな志望はあきらめなければならないかもしれません。でも、その時期が来るまでは、可能性

を信じて、夢みたいな願望を現実味のある志望とするために粘ることが不可欠です。皆さんは、一人

で戦っているのではない。仲間も家族も先生方も共に戦っています。あなただけの勝手な途中下車は

いけません。「受験は団体戦」という言葉は、最後の受験を終えた誰もが実感するものです。 

◆卒業生の活躍を勇気に変えて 

過去 5年間の国公立大学合格者数は 106名→122名→140 名→123名→143名であり、後輩の皆さん

に大きな勇気を与えてくれます。共通点は、多くの 3年生が放課後はもちろん、土曜日も日曜日も学

習を続け、先生方と合格に向けて努力していたことです。また、そんな先輩たちでも皆、くじけそう

になる自分を鼓舞し、最後まで頑張った結果なのです。最後の判定がＤ判定でも、本番で合格を勝ち

取った人は一人や二人ではありません。 

            皆さんにも、きっと出来ます。そう信じています！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 爆上がりな訳ですよ。単なる上がりじゃないのです。「爆」です「爆」。 

 日常的に「QOL」という言葉が使われ出してあっちこっちでささやかれるようになった訳ですが、我が家

に関するそんな「QOL」の話。 

 ちょっと前にね、食洗機が来たんですよ。妻の実家に使っていないのがあると聞きましてね。もらってきた

訳です。これがすごいの。何がすごいかといって、放っておくと食器洗ってくれるんですよ。……あれ？ 今

ひとつピンと来てない？ 油汚れもすごく落ちるんですよ。あと、外からぼーっと見ていると一生懸命に水を

噴き上げていたりして健気。時たまタッパーなんかが中でクルクルと踊っているとなんだかかわいらしくさえ

思えてくる――この辺にしておきますが、とにかく我が家のQOLが爆上がりしたと、ここが大事。ただね、

そこに至るまでには結構な苦労がありました。まず妻の実家から引き取ってくるという決断に一苦労。そして

我が家のそう広くもないキッチンにどう据え付けるかという、これが大きな課題。仕方がないので、これまで

シンク横にあった小さな折りたたみテーブルを買ってきて、グラス達を移動。で、「行けるかな？」とか思い

ながらテーブル下にゴミ箱を移動してみたらあらやだぴったりじゃない。かくしてあきれる妻を尻目に、ぼく

の工夫が生きたそのスペースを 30分くらい眺めていることになったわけです。 

 以上、「我が家に食洗機を置いたら QOLが上がるのでは？」という課題と実現までのアプローチでした。

3年生の皆さん、探究学習は「問の設定」と「自分のアクションによる課題へのアプローチ」です。探究学習

は一段落ついていますが、今年、面接や小論文の最中にこんなサイクルに出会う人もいるでしょう。あるいは

ぼくのように大人になってからも課題に直面することがあるかもしれません。探究的な問へのアプローチの仕

方、ぜひ、覚えておいてくださいね。                         

  

 
 こんにちは、探究学習係です。こちらにコラムスペースをいただきました。皆

さんの好奇心を刺激できることを書いていけたらなと思っています。 


