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※フォントを大きくしたのでページ数が多いのですが最後までお付き合いください。最後のコー

ナーにお楽しみ（？）もあります。 

 保護者の皆様へ  

 みなさま、体調はいかがでしょうか？ご家庭においては休校が続く中で、大変なご

苦労をさせてしまっているのかもしれません。ニュースなどの報道を見ても、学校が

再開しないと大変だという街の声が聞こえてきています。学校は安全・安心を第一に

考え、6 月 1 日の再開（暫定）に向けて準備を進めております。湘南学院高校はご存じ

の通り、生徒数が多く、様々な場所から生徒が通ってきております。バスや電車を乗

り継いで登校する生徒も少なくありません。また、学校が再開したときの衛生管理の

徹底もすべく、施設の消毒や消毒液・ハンドソープの設置などの準備もしております。

今までもインフルエンザ予防のためのアルコール消毒液を設置してきましたが、より

安全・安心に通えるようにしてまいります。ご家庭でも不安なことが募るのかもしれ

ませんが、この点をご了承していただきたいです。そして、本校のホームページには

校長先生からのメッセージもあります。ぜひ、ご覧になっていただきたいです。 

 ここで恐縮ですが、私のこの期間中の話を書きたいと思います。学校からの自宅勤

務指示が増えました。この学年通信も自分の家から執筆しています。このような生活

を誰しもしたことがない中で、個人的に益々気付かされたことがあります。それは「育

児」です。学校では教師でありますが、家庭では 2 歳の男の子を育てる新米パパです。

そういう意味では、みなさまの「育児」の後輩になります。妻に普段任せている時間

が、こんなにも大変なことだったのかと痛感しています。もちろん、「育児」の中には

楽しさもありますから、この機会にたくさん息子とも遊んで、一緒に食事して、とき

には叱っています（イヤイヤ期なんです）。このように過ごしてみると、今までは「育

児に家事にと目まぐるしく動いていく中で、食事もろくに取れない日があることもわ

かっていたつもり」でした。それを「実感した」期間でもあります。前段落で記述した

「大変なご苦労をさせてしまっている」の部分は、このようなことを私も家庭で実感

をしているからこそ書けたのかもしれません。これからの生活も感謝の気持ちを忘れ

ないようにしたいです。5 月 10 日は母の日でもありましたしね。ちなみに、うちの息

子は「でんしゃ」が大好きで、毎日おもちゃで遊んで、DVD を見ています。 

さて、前置きが若干長くなりましたが、始業式 4 月 6 日（月）に登校して以降、休

校期間が続いています。この期間中の動きは学校からのメールでご確認されているか

と思いますが、それ以外にも学年で取り組んできたことがありますので、以下にまと

めてみます。 
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・休校期間中の各教科の課題は本校のホームページ及び Classi の 2 学年の校 

内グループで確認 

・生徒は毎日の Classi の学習記録の入力 

（最近は学習面だけでなく、健康状態や生活全般の記録） 

⇒担任・学年リーダーや顧問のコメントで返信。 

入力件数の少ない生徒や気になる生徒にはご家庭へ電話。 

・Classi の校内グループなどで、担任や学年リーダーからのメッセージの配信 

・Classi の校内グループにて担任の先生からの励ましのメッセージ 

（録音したもの）の配信 

・Classi にて学習動画や説明・解答の配信（各科目によって異なる） 

・Classi にてアンケート（休校期間中の家庭学習・自宅生活の振り返り）実施 

主なところは以上になります。1 点お願いがあります。2 点目に記述をした Classi

の学習記録ですが入力件数が一定数よりも増えてきません。我々はこの記録を参考

に、勉強・運動・健康などの確認をしてアドバイスをしています。記録がない生徒の

ことは心配になります。とても大事な記録になりますので、ご家庭でも一言「Classi

の入力をしよう」と声かけをお願いしたいです。よろしくお願いします。 

今後、この状況が長く（再発）しても教育が止まらないように学校としても整備を

進めております。動きがあり次第、学校の携帯メールが配信されますのでそちらをご

確認ください。それでは、くれぐれも健康に気をつけてお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 



【4/10～5/7（28 日間）】Classi の学習記録のまとめ！ 

～参考にしましょう！～ 

 Classi の記録を残してくださいとお願いをしてから今までのまとめをしてみました。 

入力日数と勉強時間の多さ、この両方を兼ね備えた生徒のトップ５は次の通りです。 

合計学習時間 入力日数 １日平均（約） 

8895 分 = 148 時間 15 分 27 日 329 分 = 5 時間 29 分 

8580 分 = 143 時間 25 日 343 分 = 5 時間 43 分 

8125 分 = 135 時間 25 分 28 日 290 分 = 4 時間 50 分 

8020 分 = 133 時間 40 分 27 日 297 分 = 4 時間 57 分 

6780 分 = 113 時間 26 日 260 分 = 4 時間 20 分 

とても頑張っていますね。素晴らしいです！もちろん、この自粛の中ですから勉強以外に

も取り組んでいる活動はあると思いますが、学生の本分は「学ぶこと」です。様々なこ

とで「学ぶこと」は出来るので、これがすべてではないです。しかし、このように自分

を律して勉強できる湘南学院生もいると励みにして欲しいです。前にも書きましたが、「い

やいや、その人は勉強するけど自分には無理だから」と後ろ向きに思わないで欲しい

です。ちなみにこのトップ５はコース関係なくランクインしています。ST、選抜 ST、

AD、国公立 AD の生徒、すべてこのトップ５に入っています。ぜひ、この仲間を参考

に自分の振り返りをしてみましょう。Classi の学習記録を入力していれば日記のよう

に振り返ることができるので改善点が見つかるかもしれません。そして、この期間中で

の自分の到達度を明確（勉強に限らず、運動・趣味でもいいです）にして、何かを成し遂げる

ために努力をし続ける精神力を身につけるようにもしましょう。 

 どの勉強をしているのかというと多い順に「数学」、「英語」（この 2 教科は僅差です）、

「国語」、「その他の教科」、「理科」、「地歴公民」となります。どの教科を勉強していい

のか悩んでいる生徒はこの辺を参考にしてみるのがいいと思います。 

勉強以外では多い順番に「スマホ」、「部活動・トレーニング」、「趣味・習い事」、「読

書」になっています。運動をしている生徒が多いですね。自主トレ、筋トレ、ランニン

グが主です。趣味・習い事は料理（家事）、映画、楽器の演奏、英会話（オンライン）、

模様替えなど多岐にわたって活動していますね。スマホに関しては、LINE を用いて

グループ会話で勉強会というコメントもありました。中にはこの機会にスマホをなる

べく触らないで生活をしている生徒もいます。勉強に集中できたといい方向にむかっ

ているようですよ。 

 普段ではあまり意識をしないことが明るみになってくることもあるようですね。こ

の機会に自分と向き合って改善できること、そのままでもっと伸ばしていきたいこと

を意識して生活するのもいいかと思います。 

 



永井の雑感～行方先生発、ビリギャル坪田先生の診断をやってみた～ 

今、学年の先生方でで流行っていることがあります。それは B 組担任の行方先生か

ら発信した「ビリギャル坪田先生の人間は 9 タイプ判定」です。担任の先生によって

は、Classi の校内グループにて配信があったかもしれません。90 問の質問に直感で答

えていくと以下の 9 タイプへと診断されます。 

「完璧主義者」、「献身化」、「達成者」、「芸術家」、「研究者」、「堅実家」、「楽天家」、

「統率者」、「調停者」 

一種の心理テストみたいなものかなと思ってやってみたのですが、これがなかなか

当たっているのです。（←失礼？）先生たちの中でも、「確かにそうところあるよ！笑」

と盛り上がりました。インターネットの検索エンジンで検索すれば診断ができます。

ぜひ、やってみてください。診断した結果は Classi の学習記録へ報告をしてください

ね。ちなみに私は「完璧主義者」でした。特徴だけ紹介。 

◎自分の理想を追い求めてしまう。 

◎細部に至るまで妥協せず、努力を続ける。 

◎合理的で判断力や理解力があり、順序正しく説明する能力が高い。 

◎責任感が強く、感情のコントロールが得意。 

これが長所でもあり短所でもあるようです。みなさんから見た私の印象はどうでし

ょうか？なかなか授業を担当していなかった生徒にはわからないと思いますが、学校

が始まったらどんな印象だったか、この通りなのか聞かせてくださいね。また、ぜひ

担任の先生がどのタイプだったのかを聞いてみてください！ 

 

編集後記～今回は担任の先生方から「元気」、「勇気」の出る１曲～ 

 楽しい話題欲しいですよね。タイトル通り今回は「元気」、「勇気」の出る１曲を

紹介します。個人的にこの学年通信を書いても「楽しいこと」を求めているのです。 

早速、紹介します。ぜひ、YouTube などで聴いてください！ 

1 組担任、廣田先生：玉置浩二「しあわせのランプ」 

     理由：「しあわせになるために／生まれてきたんだから／好きな人と一緒 

にいなさい／大切なことなんか／わかってくるんだから／好きな 

ことをやっていきなさい」 

生きていると色々辛く、苦しいこともあるけれど、そんな時に「頑 

張れ！」と励ますだけでなく、優しくそっと寄り添い、慰め、勇気 

を与えてくれる人でありたいと思える曲だからです。 

2 組担任、工藤先生：ゆず「栄光の架け橋」 

     理由：色濃く過ごした高校時代の部活のテーマソングだったので思い入 

れも深い曲で、今でもたくさん勇気を貰っています。 



3 組担任、高村先生：Mr.Children「蘇生」 

     理由：夢が遠のいてしまうような目に遭っても、そのたびに生まれ変わっ 

たような気持ちになって何度でも目指していくという曲のため 

4 組担任、前田先生：NO PLAN「○してあげよう」 

     理由：シンプルだけど伝わってくる歌詞。そしてオッサンたちがそれを全 

力で歌っているのが好きです。ちなみに、クレヨンしんちゃんの映 

画の主題歌にもなっています。 

5 組担任、荒谷先生：ONE OK ROCK「Wasted Nights」 

     理由：映画にも使われていて、歌詞も含め元気と勇気がもらえます！ 

6 組担任、若林先生：WANIMA「シグナル」 

     理由：とにかく頑張れそうになって、もしダメならダメで切り替えが出 

来そうになるからです！ 

7 組担任、石川先生：GALATIC「Clap Your Hands」 

     理由：私は洋楽しか聴かないです。邦楽だと「好きだ」とか「頑張ろう」 

とか言っているので聴かなくなりました。洋楽だと何を言って 

るかわからないので聴くようになりました。 

8 組担任、山下先生：浜田省吾「君が人生の時」 

     理由：歌詞がすばらしく、今日一日がんばろうと思えます。 

9 組担任、山田先生：吉井和哉「WEEKENDER」 

     理由：タイトル通り、週末のために頑張る的な曲です。学生でも社会人で 

も、週末のお休みはサイコーですよね？ってな感じの歌詞とシン 

プルな曲調がマッチしていて、「来週も一週間、頑張ってみっか！」 

的な気分になれる曲です◎そんな中でも C メロで【遠回りしても 

良かったと言える大人になりたい】という歌詞が、自分のモットー 

とリンクしていてとても心に残っています。 

A 組担任、高橋先生：GReeeeN「星影のエール」 

     理由：「きっといつか今日の日も意味を持って」「暗闇に響け一番星」出口 

の見えない若者たちへ希望を託すような、応援歌だと感じます。 

NHK 朝ドラの主題歌で朝 8 時までに起きれば必ず聴けます。 

B 組担任、行方先生：Van Halen「Jump」 

     理由：86 年の古い曲ですが、今でも CM によく出てきます。シンセサイ 

ザーが全盛期の頃でした。みんなでジャンプ！  



C 組担任、村井先生：Queen「Hammer To Fall」 

     理由：盛り上がるリズムがいい 

「無駄にしていい時間なんてない」という歌詞もいい。 

D 組担任、磯部先生：SHISHAMO「中庭の少女たち」 

     理由：この曲を聴くと学校へ行きたくなります。私は少女でも何でもあり 

ませんが、学校でのありふれた日常の情景が浮かんできます。女子 

ってこんな感覚持つのね。 

学年リーダー、永井：影山ヒロノブ「CHA－LA  HEAD－CHA－LA」 

     理由：テンションがとても上がる曲です。曲もアニメ『ドラゴンボール Z』 

も元気を貰えます。私の小学生の頃からのヒーロー『孫悟空』！ 

映画『ブロリー』もちゃんと見ましたよ。まだ見ていない生徒は 

超（スーパー）からしっかり見ましょう！ 

 

いかがだったでしょうか？みなさんと

世代が全然違うので、聴いたことのない

曲が多かったのではないでしょうか？ぜ

ひ、調べて聴いて Classi の学習記録のコ

メントや学校が始まったら我々に感想を

教えてくださいね。それでは、音楽でも

聴いて健やかに過ごしてください。次回

の学年通信もお楽しみに！ 

我が息子も 

【Stay Home】 

FM 横浜でも流れる 

 

護得久栄昇 

【ほーむすてい節】 

も聴いてみよう！ 


