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コロナ禍での大学生
コロナ禍の 2020 年春、晴れて大学入学を果た
した学生は 63 万 5003 人でした。（文科省調査）
しかし、入学式が中止となる大学が続出し、緊
急事態宣言で授業がオンラインになると、大学１
年生たちは新しい交友関係も築けない時期が続き
ました。地方から上京した学生の場合、賃貸アパ
ートに閉じこもる孤独な時間が多かったのです。
奨学金説明会に６２名が参加 4/28 実施
「昨年度は 2 回しか大学に足を運ぶことはありませんでした。」と話す本校卒業生のＳさ
んは、リモート授業でレポートを提出するという毎日を 1 年間も過ごしました。対面での授
業は１度もなかったそうです。また卒業生のＮさんも「大学の授業がすべてオンライン授業
になってしまい、友達もほとんど作れずにひたすら授業をこなすだけ。辞めることも考えた。」
と話していました。我々の想像以上にたいへんな状況であると感じました。
さて、新年度に入って対面授業が再開されると思いきや、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に歯止めがかからず、４都府県に三度目の緊急事態宣言が発出され、大学の授業が右
往左往しています。文科省は２０２１年度の大学の授業実施等について、十分な感染対策を
講じたうえで対面授業の実施や学内施設の利用機会の確保など、学生の学修機会や環境の確
保のため、必要な取り組みを行うよう各大学に求めました。これを受け、多くの大学では新
型コロナウイルスの影響によるオンライン中心の授業から一転し、今年度からは対面授業を
増やす動きが顕著でした。
政府のまん延防止等重点措置が実施されても、文科省は 4 月 9 日の時点では、感染防止と
対面・オンライン授業の両立という基本方針に変更がない考えを明らかにしていました。
ところが、感染拡大が深刻な大阪府をはじめ、大学が密集する京都府など関西エリアの各
大学は続々と授業を「原則オンライン」に変更することを決めました。東京都知事も、まん
延防止等重点措置に関連した取り組みとして、大学に対してはオンラインを積極的に活用す
るよう要請する考えを表明しました。緊急事態宣言発出となって首都圏の大学でもオンライ
ン授業に切り替わるでしょう。大学の授業は、新年度のスタートからわずか 2 週間で昨年の
状況に「逆戻り」したのです。
九州大学の調査によると、新型コロナウイルス感染症の影響で、孤独感や孤立感を感じる学
生は 40%に上っています。同じ調査で気分が落ち込んでいる学生も同じく 40%を越えてい
ます。オンライン授業の増加や、不
況によるアルバイト雇用の減少な
ど、対面での交流機会の減少をき
っかけに、学生のストレス増加や
メンタル不調が新たな社会問題に
なる可能性が懸念されます。

各種検定・資格取得に挑戦しよう!
今年度、本校では以下の検定試験や・資格講習が行われます。積極的に受験してみよう！

第１回実用英語検定

進学先からの評価が高い！

実施日時・場所 １次試験

英検ＣＳＥスコアで入試活用

２次試験

５月２８日（金）本校にて実施予定

６月２７日（日）ｏｒ７月４日（日）県内の指定された場所で実施

実施級・受検料 ３級（中学卒業レベル）４８００円

準２級（高校中級レベル）５８００円

２級（高校卒業レベル）６５００円
申込み期限

申込み終了（４月１６日）

第１回日本漢字能力検定

担当：保坂先生

進学・就職に役立ち、進学先の経済的援助対象にも

実施日時・場所 ６月１１日（金）１３時～ 本校（視聴覚室）で実施
実施級・受検料 ２級３５００円 準２級・３級２５００円

200 点 70％程度の正答で合格

準２級…小学校・中学校で学習する常用漢字の大体を理解し，文章の中で適切に使えるよう
にする。ただし，高校で学習する音・訓は除く。対象は１９５１字。
３ 級…常用漢字１６２３字程度を理解し適切に使えるようにする。（中学修了程度）
申込み期限

５月１２日（水）までに国語科の先生へ

担当：槌屋先生・渡邉先生

第１回数学検定

進学先からの評価が高い！

実施日時・場所 ６月１９日（土）本校にて実施予定
実施級・受検料 ３級（中学終了程度）３５００円

準２級（高１・数Ⅰ・数Ａ）４０００円

２級（高２程度・数Ⅱ・数Ｂ）４８００円
申込み期限

準１級（数学Ⅲ）５５００円

５月７日（金） 数学科の先生まで（5/11 位まで受付予定）

受験者への補習 ６月１６日～１８日の放課後 ３回分あり

担当：西村先生

ビジネス文書実務検定

進学・就職ともに役立つ！

実施日時・場所 ７月４日（日） 木更津東高校で実施 １６：００～１７：００
実施級・受検料 第３級１７００円

第２級１９００円

第１級２０００円

２ 級…１０分間に４６０文字の入力。その他に文書部門、筆記部門の問題あり。
３ 級…１０分間に３１０文字の入力。その他に文書部門、筆記部門の問題あり。
申込み期限

申込み終了（４月３０日）

受験者への補習 試験日の２週間前からＰＣ室にて実施 応相談 担当：戸張先生

資格取得講習の予定
今年度の資格講習については、以下の日程・内容で実施します。②・③は本校で実施予定
期

間

科

目

①

８月 19～21 日

アーク溶接

②

９月 25～26 日

フォークリフト

③

１月 22 日

フルハーネス

申込日（予定）
７月８日
１２月初旬

講習料

会

場

11600 円

市原高校

9600 円

姉崎高校

8800 円

姉崎高校

令和３年度 ３年生「進路分野別講座」が昨日からスタート
３年生は昨日から「進路分野別講座」が始まりました。（２年生は１１月から開始します）
９月の２週目までは、この講座を学年と進路指導部の共催で運営していきます。
３年生は来週１３日の５・６限を利用して、進学／就職ガイダンスを２時間扱いで実施し
ます。大学・短大・専門学校あわせて４０校以上の講師を招いて、最後の学校研究ガイダン
スを行います。教室に掲示してある講座表を確認して参加してください。
今年度の第１回進路分野別講座で進学を希望している生徒には、今後の日程や夏休み中の
諸注意、出願までの流れなどを進路のしおりに基づいて説明しました。これから学校研究を
行い、保護者ともよく相談して、配付された「受験までのスケジュール表」を、６月３０日
までに提出します。とくに６月７日（月）からの担任・保護者・生徒の３者面談で、受験校
や今後の予定を確認してください。
さて、今年度の指定校の公開は８月２４日です。昨年度より公
開時期を早めました。本当に自分がその学校に進学したいのか、進学
して納得できるのか、よく考えて後悔のないようにしてください。
指定校推薦を希望する人は、自分の希望が通らない場合も考え
ておく必要があります。合格の保証がないのは公募推薦希望の人や総
合型選抜を受験する人も同じです。他の人たちの動向が気になるのは
無理もないことだとは思いますが、まずは自分がどの学校に進学した
いのかを最優先に考えてください。
進路室にあります
専門学校のＡＯ入試（６月から開始）で受験する人は、出願基準を
満たしているか、アドミッションポリシーはどうなっているかなどを
再確認しましょう。専門学校の方の話では、昨年に比べると相談者・
受験者は増えていて、競争が厳しくなるようです。
もともと合格の保証があるわけではありませんから、もしもの場合も考えておかなければ
なりません。第 2 志望の学校と言っても全ての学校・学部にＡＯ入試や推薦入試があるとは
限りません。一般入試に回らざるを得ない、という可能性もあります。
個人的に先生方の指導を受けている人も見受けられるようになりましたが、先生に頼れ
ば何でもやってもらえると思わないこと。自分で調べられることは調べ、必要な
ことは自分で考える、ということを忘れないでください。実際に試験を受けるのは
あなた自身なのですから。
そして推薦だ、ＡＯだ、と周りが落ち着かない中で、ちょっと埋もれた感のある一般入試
受験者。８ヶ月先に向けて、今やらなければならないことがあるはずです。自分が必ずやる
と決めたこと（それは実際にできる量と質であること）に優先順位をつけて、毎日休まずコ
ツコツとやり続けることです。自分の学習の成果、課題をそ
の都度確認しましょう。受験のノウハウは先生方に聞くのも
よいでしょう。
一つの方法に固執せず、修正すべきところは改めましょう。
そしてペースを守って忍耐強く淡々と努力するのです。今は
目に見える成果があまり感じられないかも知れないけど、決
して諦めないで。我慢の時です。
５／６ 大学・短大ガイダンス
こ

し つ

私の勉強法

自分にあった勉強法を早くみつけることが大切！

私（進路／石川）は安い落書き帳か、印刷物の余りを先生からもらってそ
の裏紙（白紙）によく勉強しました。消しゴムはゴミが出るし消す時間
がもったいないと考え、ほとんど使いませんでした。シャーペンも力を
入れすぎて芯を折ってばかりいたので受験勉強には使いませんでした。
勉強はいつもボールペンを使用していました。それも太字（1ｍｍ）の
ボールペンです。
太字のボールペンはインクが減るのが早いので、勉強の量がわかりやすいのです。英単語
や漢字を何回も書いたり、社会の一問一答集などを何度も書いて解くのです。ボールペンは
書きやすく、スピードが早いので量がこなせます。
試験勉強などで、ぜひボールペンを使ってみてはいかがですか。さしあたって、漢字や英
単語の練習を、ボールペンを使用して取り組んでみましょう。できれば自分のお金で太字の
ボールペンを買ってください！ １週間に１本のボールペン（太字）がなくなれば、たくさ
んの知識が身につくことでしょう。
私が大学入試の時は、
「１週間に 2 本以上のペース」が自分の勉強のバロメーターでした。
時間ではなくボールペンのインクの量なのです。今でも当時使い切った６０本以上のボール
ペンを大切に保管しています。

君が法（ルール）を守れば、法が君を守る！
姉高生は服装や頭髪の乱れがほとんどなくいい評判をいただいています。
しかし、わずかながら染色や化粧をしている人がいるのも事実です。学校生
活を送るには、決められたルールやマナーを守ってお互いに快適な高校生
活を送りたいものです。
さて、ひとたび外へ出ればスピードを出している車や自転車があります。
しかし、目の前で交通事故が起きることはめったにありません。それは、皆が交通ルールに
従っているからです。交通ルールを守ることは、集団の規律を乱さないことと同時に、自分
の身を守る最大の手段なのです。
ところが、悲惨な交通事故が後を絶ちません。その原因の多くが、事故にかかわる誰かが
交通ルールを無視した結果なのです。なぜ、わかりきったことなのに守れないのでしょうか。
それは、
「自分は事故など起こさない。だから多少ルールを無視しても平気だろう」という意
識があることが事故の減らない大きな原因と考えられます。
高校生が関係した自転車による人身事故や死亡事故も少なくありません。もし、あなたが
加害者になれば、刑事責任、民事責任、社会的責任を負うことになり、被害者の一生を背負
うことになります。つまり、交通ルールを守ることは、あなたの身を守るという意味だけで
はなく、「あなたが加害者にならないため」でもあるのです。
学校は集団生活の場です。誰もが安心して生活ができ、不利益を被らないために
「きまり」が定められているのです。それが規律です。規律とは花壇のような役割を
しています。花壇は一定の枠はありますが、個々の美を十分発揮させます。
花壇で大きく成長し、やがて咲き誇る花のように、高校生活という枠の中で、自分の内面
や個性を磨き上げ、もてる力を発揮してほしいと思います。
こうむ

「縁を生かす」

出会う人すべてとドラマがある

ある一人の先生の実話である。この先生が５年生の担任になった時、一
人、服装が不潔でだらしなく、どうしても好きになれない少年がいた。中
間記録に先生は少年の悪いところばかりを記入するようになっていた。
ある時、少年の１年生からの記録が目に留まった。
「朗らかで、友達が好きで、人にも親切。 勉強もよくでき、将来が楽しみ」
とある。間違いだ。他の子の記録に違いない。先生はそう思った。
２年生になると、
「母親が病気で世話をしなければならず、時々遅刻する」と書かれていた。
３年生では「母親の病気が悪くなり、疲れていて、教室で居眠りする」 後半の記録には、
「母親が死亡。希望を失い、悲しんでいる」とあり、
４年生になると「父は生きる意欲を失い、アルコール依存症となり、子どもに暴力をふる
う」との記録があった。
ほ が

先生の胸に激しい痛みが走った。ダメと決めつけていた子が突然、深い悲しみを生き抜い
ている生身の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ。先生にとって目を開かれた瞬間で
あった。
放課後、先生は少年に声をかけた。
「先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも勉強していかない？ わからないとこ
ろは教えてあげるから」少年は初めて笑顔を見せた。
それから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた。授業で少年が初めて手
をあげた時、先生に大きな喜びがわき起こった。少年は自信を持ち始めていた。
クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを先生の胸に押しつけてきた。あとで開けて
みると、香水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたものに違いない。先生はその一
滴をつけ、夕暮れに少年の家を訪ねた。雑然とした部屋で独り本を読んでいた少年は、気が
つくと飛んできて、先生の胸に顔を埋めて叫んだ。
「ああ、お母さんの匂い！ 今日はすてき
なクリスマスだ」
６年生で先生は少年の担任ではなくなった。卒業の
時、先生に少年から１枚のカードが届いた。
「先生は僕のお母さんのようです。そして、いままで
出会った中で一番すばらしい先生でした」
それから６年。またカードが届いた。
「明日は高校の卒業式です。僕は５年生で先生に担
当してもらって、とても幸せでした。おかげで奨学金を
もらって医学部に進学することができます」
１０年を経て、またカードがきた。そこには先生と出会えたことへの感謝と父親に叩かれ
た体験があるから患者の痛みがわかる医者になれると記され、こう締めくくられていた。
「僕はよく５年生の時の先生を思い出します。あのままダメになってしまう僕を救ってく
ださった先生を、神様のように感じます。大人になり、医者になった僕にとって最高の先生
は、５年生の時に担任してくださった、先生です」
その１年後。届いたカードは結婚式の招待状だった。「母の席に座ってください」と一行、
書き添えられていた。

