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自分 を受け 止める 勇気 を持つ
臨時休業となっ てから９週 間が経とう として いますが，自分 自身の課題 を把握し， それ
を補うような学 習に取り組 めています か。こ のような状況で は，主体的 かつ自律的 に学習
を進められてい るかそうで ないかで学 力には 大きく差がつい てしまいま す。とはい え，わ
かってい ても実際 に行動 に移す(１人で学 習 を進める)こ とは難 しいで すね。 しかし， １ 人
だけでこの状況 に立ち向か っているの ではな いことを忘れな いでくださ い。みなさ んを支
えてくれ ている家 族，(直 接会う ことは難 し いですが)本 校の教 員や友 人もい ます。１ 人 で
学びを進めなけ ればいけま せんが，決 して孤 独な状況ではな いことを覚 えておいて くださ
い。離れていて もみなさん の仲間とと もに７ 回生として受験 に立ち向か っているこ とを意
識してください 。また，冷 たく聞こえ るかも しれませんが， どのような 状況であっ ても自
分の進路は自分 で切り開か ねばならな いこと を再確認してく ださい。例 え，普段通 りに生
活ができていた としても，“ あなたを高 める ことができるの はあなただ け”です。 そして ，
最も大切 なこ とは，“努力 すれば みなさ んの 夢(目標)を 実現 できる(結果と して実 現でき な
かったとしても 間違いなく 近づくことは でき る)”ということで す。この 1 点に関 しては
新型コロナウイ ルスの感染 拡大は何の影 響も 与えません。
そうは言っても 色々と難し いこともあ るでし ょうし，近くに いてみなさ んをサポー トで
きない(直接 みなさ んの 役に立 てな い)状 況は 私たち(特に 担任を 含め た学年 の教 員)に とっ
ても辛いもので す。この状況を 打破するた め に進路課としては ICT 教育推進室の 教員と協
力してオンライ ンで学習の サポートや 面談を 行うことができ るように準 備を進めて います 。
これに関しては 本校の教員 だけでなく ，本校 の事務室や神戸 大学情報基 盤センター の方々
も協力してくだ さっている ので，もう 少し待 っていてくださ い。また， 調査書を発 行する
ために必要にな るみなさん の学習の評 価方法 についても教務 課が中心と なって検討 を重ね
ています。今後 の感染拡大 の状況は誰 にも予 測できませんが ，どのよう な事態にな っても
みなさんの進路 選択にさら なる不利益 が生じ ることのないよ うにしたい と教員全員 が考え
ています。会う ことができ ないだけに 不安に 感じることもあ ると思いま すが，みな さんの
ことを私たちは 決して忘れ ていないとい うこ とを心に留めて おいてくだ さい。
最後に，
「学校(授業)がな くなった」，
「塾(予 備校)がなくなった」と いうことは 大きな問
題ですが，これ は“みなさ んだけに起 こって いること”では ありません 。世界の多 くの高
校生が同じ状況 にあります 。こんなと きこそ 焦らずに自分が やるべきこ とに取り組 んで，
来るべき受験に しっかりと 備えてくだ さい。 来月の状況すら わからない 状況で前向 きに努
力 す る こ と は 簡 単 な こ と で は あり ま せ ん が ，第 １ 志 望 へ 合 格 を 果 た す(な り た い 自 分 に 近
づく)ためには，毎日コ ツコツと学 び続けて自 分を高めること が最も重要 です。現時点で自
分に欠けている ものを数え て夢を諦め ること は，どうかやめ てください 。足りない ものや
欠けているもの は補えばい いだけです。
“でき ない”とい う言葉を飲 み込んで努 力する強さ
を身につ けてくだ さい。 自分に 向き合 って進 路を選択 し，結果 を(自分 を)受け 止める勇 気
と覚悟を持って ，その実現 に努力してく ださ い。私たちはみ なさんを応 援しています 。
<保護者の方々にも読んでいただきましょう>
『Beyond KUSS , 2021 !!』など進路課が発信する情報の一部を HP に掲載しています。
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６年 生進路 希望調 査の 結果（ ４月 ）
下の表は現在の ７回生の進 路希望調査結 果で す。４月 20 日(月)までに 回答のあっ たも
のを集計しまし た。周囲と 比較するた めにデ ータを提供して いる訳では ありません 。もう
1 度，自分の 志望につい て考えるとと もに，
「 ○○大学の◇◇ 学部に行き たい」と いう思い
を持つ仲間を支 え共に努力 を続けてい ける学 年を作り上げて くれること を期待して います 。
前回（5 年秋）と比較し て、志望大学や 学部を 変更した人は 135 名中 59 名(43%)です 。
人文社会類型では 32 名（53%）、自然科学類 型では 26 名（34%）の人が志望 を変更して
います。特に「神戸 大学」を志望 する人たち は“５年秋の 35 名”か ら“６年春 24 名”へ
と大きく減少し ています。
“ 志望のゆら ぎ”は“学びのゆらぎ ”に直結す るので，安易 な変
更ではないのか が心配です 。志望変更 のなか った人を含めて ，今後，担 任と何らか の形で
相談する機会を 設けます。 その時には みなさ んの言葉で「自 分が何を大 切にして， その選
択をしたのか」 が説明でき るように準備 をし ておいてくださ い。
大学受験本番に ，今回記載 した大学を 受験す ることが現実と して見えて きているで しょ
うか。来年 ，第 1 志望の大 学で充実し た学生 生活を送ってい ることを夢 として描けて いる
でしょうか。
今後も志望大学 や学部を変 更するかも しれま せんが，保護者 の方や担任 と十分に相 談し
て，後悔しない 選択をして ，強い気持 ちで通 常とは異なる今 年度の受験 に挑んでも らいた
いと考えていま す。
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