6.オンライン授業のメリットについて

その他コメント・自由入力の集計

【 】は回答を大雑把に分類したもの

6.オンライン授業の配信が始まって 2 か月近く経ちます。これまでの受講経験から、オンライン授業のメリット
は何だと思いますか。
（複数回答可）
【何度も見れる】
・後でもう一度授業録画を見返して復習できる ≪他 33 件が同内容≫
・欠席しても授業を見れること。
【巻き戻し、一時停止】
・stream の動画配信なら気になる箇所をその場で巻き戻して視聴できたり、一時停止して意味を理解する時間を
とったりできて授業に追いつけなくなることがない。≪他 6 件が同内容≫
【早送り】
・自分が得意で理解の早い教科は早送りして動画をみれるので、時間を有効活用できる。
・話すのがゆっくりめな先生の授業を早送りして見ることができること
・2 倍速で見たりできる
・2 倍速にすると聞きやすいし、集中できる。
【質問に関して】
・質問しやすい≪他 6 件が同内容≫
・匿名で気軽に質問ができて疑問を残しておかずに済む。
・わからないときに質問ができないです
【否定的】
・特になし、対面授業の方が良い
・なにもない。
【その他】
・授業で使ったパワーポイントを送ってもらえたり、レコーディングした動画を送ってもらえたりすることで授
業の復習がしやすいこと。
・普段では受けられなかった講座をうけられるようになった。
・違う先生の授業も見れること。
・自分は文字を書くのが遅いので普段の授業では板書が取れず復習などができなかったが、Web 授業になってか
らは録画などを見直し板書をとれるようになったこと
・学年全体で授業を受けるため、どのくらいの速さでみんなが問題に取り組めているかがわかる。
・プリントを何枚も印刷できること

・自由に休憩時間が取れること

・人の目を気にしないでいいこと

・板書がみやすいこと

・机が広いこと

・外に出られなくても授業が受けられること

・クッキングができること

・科目によっては進度が速いこと

・自分のペースで学習できる

・忘れ物をしないこと

・忘れ物などがない

・眠たくならない

・精神的に安定する

・生徒側は授業を始めるハードルが低いこと
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7.オンライン授業のデメリットについて
7.逆に、オンライン授業のデメリットは何だと思いますか。
（複数回答可） *
【通信環境や機材の調子に左右される】
・wi-fi 状況によっては見れないことや重要な事が聞き取れないことがある ≪他 17 件が同内容≫
【印刷が負担】
・印刷費の負担が大きいこと
・プリントの印刷が厳しい
・プリントの出力がしんどい
【視聴している環境】
・工事の音がうるさすぎてすごくイライラすることがあります
・姉との音声がかぶり、聞き取りづらくなることがあること。
・授業中に誰かの声が聞こえること
・兄弟から勉強中に頻繁に邪魔が入る
・騒音などで気は散ること
【授業の進度】
・授業が進むペースがはやい
・先生が生徒のノートを書くペースを把握できてないことがある。
・授業が早いこと 設備に費用がかかること
・スライドを使用して授業をしているときに、書き写す時間がないこと。
【デメリットは特になし】
特にない ≪他 7 件が同内容≫
【その他】
・定着度合いがわからない。
・授業間の休み時間になかなかリフレッシュ出来ず疲労が溜まる。
・肩腰が痛くなる
・疲れが出やすくなったこと
・目が痛くなる
・体調が悪くても言い出しにくい
・ビデオ通話なので先生に常に監視されていると感じること。
・いつ当てられるかわからず、家族の声も入ってしまうかもしれないので、おどおどしながら授業を受けてしま
っていること。
・先生に急かされないと課題をやらない癖があるので、学校へ行って先生に急かされて取り戻すということがで
きないこと
・やはりテストは緊張感を持って学校で受けたい
・与えられた連絡事項などの情報が埋もれてしまうこと
・全てにおいてデメリットしかない
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8.オンライン授業開始時と今との比較

9.通学できない期間中の心の変化

8.オンライン授業が始まった当初と、今とを比較した感想としてあてはまるものを回答してください。
（複数回答
可） *
【ポジティブな回答】
・学校関係以外でもやりたいことをやる時間がめっちゃある
・2 倍速で聞きやすいし、集中できる。
【ネガティブな回答】
・リラックスして授業を受けることができないので集中できず、ストレスが溜まった。
・慣れたせいで、緊迫感がなくなってきた

・授業が分かりにくく学力低下が心配

・人に合わないでいいから今の方が楽。

・ずっと欠席だったのでわかりません。

・家がうるさい

・対面で質問ができないから理解がしづらい

【体調面】
・遠くを眺める時間が増えた

・目が悪くなった

・肩こり

・体がだるい

・運動不足
9.通学が出来ない期間中に、心の変化はありましたか。
（複数回答可） *
【家族】
・家族との時間が増え、お互いイライラし、喧嘩が増えた。
・家族とずっと一緒にいるのはしんどい
・家族と四六時中一緒にいることにストレスを感じる
【部活】
・部活に行きたい
・部活がけっこうで online でできるとは言え、できることが限られるのでさみしい
・このままでいいのではと思った
【対人関係】
・対人関係などを全く気にする必要がなく、心がすごく楽です。
・他人と面と向かってちゃんと話せるかが不安です。
【不安やストレス】
・家で日中は一人で過ごすので、寂しいのと、将来が不安で頻繁に泣いている
・自信がなくなった
・世間で 9 月登校が認可されないのであれば、今後日々の休みもなく登校や、夏休みゼロなど、体力的にも精神
的にも不安
・このご時世や日本の政治に対してイライラしやすくなり、短気になりました
・次回満員電車に乗ったとき気が滅入りそう
・学習面で差が出てきてそうで不安
・模試や定期考査が実施されないことによる不安
・週 3 登校など日数を減らす選択肢がこれからも出来ていると精神的に安定する
【その他】
・勉強についてや生きるということについてなど深く考える自分と向き合うことができた。
・考える時間が増えた(進路のことや将来のことなど)
・通学のために朝７時以前に起きるのがつらすぎます
・自習室で勉強したいと思った
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10.録画配信のメリットとデメリット

11.オンライン配信期間の学習時間や学習習慣への影響

10.録画配信のオンライン授業のメリットとデメリットとしてあてはまると思うものを回答してください。
（複数
回答可） *
【メリット・早送り】
・早送りをして見ることで授業時間が短縮でき、時間を有効に使える。
・早送りできるので余った時間を有効に活用できる
・自分の好きな速さ(1.5 倍速など)で見ることができる
・喋り方がゆっくりな先生の場合少し倍速に出来て眠くなりにくい
・倍速で見たりできる

・わかりきった内容を飛ばせることが良い

【その他メリット】
・自分のペースで授業を受けられること

・生と違いトラブルが無いこと

【デメリット】
・先生のジェスチャーなどが見えずわかりにくいことがある。
・ズーム授業なので一時停止すると時間が無くなります
・動画のデータが重く画質が悪いために字が読めない
・長時間パソコンの画面を見るので目が疲れる

・休憩と勉強時間の切り替えがうまくいかない。

・授業の途中で質問ができない

・いつでも見れるのでついつい後回しにしてしまう

・運動不足になってしまう。
【その他】
・zoom のリアルタイム授業が基本で通常の授業と時間どりは同じ
・見方がわからないので、見たことがない

・そこまで録画が上がらない

・録画したことが無い

・どれにも当てはまらない。

11.オンライン授業期間であることで、学習時間や学習習慣への影響はありますか。（複数回答可） *
【良い影響】
・睡眠時間も確保出来て効率よく学習が出来ている。
・通学時間を睡眠時間に充てることができ、睡眠不足の抜本的な解消につながった
・そもそも通学経験がないため、なんとも言えません。ということが前提で、娯楽の時間が多く感じます。
・スマホを見る時間が減った。
・用事で集中がぶつ切りされないので快適です
【悪い影響】
・前日の身体への負担から、朝起きるのがつらくなり、今まで行っていた朝早くからの勉強が出来なくなってし
まった
・学校と自宅という選択肢があったからこそ、自宅で集中できていたが、一択自宅となると気が滅入る
・授業中に目の前に PC があるとどうしても遊んでしまい、家だと私スマホもあるのでゲームをしてしまう
まだよくわからない。
・PC や TV が身近にあるので、ついつい触ってしまい、ダラダラ生活するようになってしまった。
・だらけてしまうことがある。

・登校したときのほうが勉強のスピードがはかどる

・兄弟の邪魔を受けて勉強できないことがある

・勉強しなくなった・自習室でないと集中できない

・朝起きる時間が遅くなった
【その他】
・通常を経験してないのでわからない

・わからない≪他 1 件が同内容≫
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12.オンライン期間中に習得したスキル

13.登校できないことで気付いたスキル

12.オンライン期間中でこそ修得したスキル等ありますか。（複数回答可） *
・自己観察力

・PM・TM の活用

・家族の中での役割から、責任感

・メンタルケア

・目覚ましをセットすると起きれるようになった

・やるべきことは早めに終わらすといった習慣がついた。

・筋トレして筋肉がついた

・運動能力

・筋トレ

・サッカー

・時間が出来たのでピアノを練習できるようになった。
・縄跳びやコマなどの技
・ベースでマリーゴールドを弾く
・図法
・初めてスマートフォンを手にしたので、少しづつその操作も習得した。
・苦手な父との会話術
13.登校できなくなったからこそ気付いた大切なことはありますか。（複数回答可） *
【なし】
・ない ≪他９件が同内容≫
【睡眠】
・充分な睡眠 ≪他２件が同内容≫
【環境】
・自習室が使える
・自分がどれほど良い環境に身を置かせて貰えているか
・家にテレビがあるということ。
【その他】
・人の目はストレス
・１日１度外に出ることがもたらす精神衛生への効果
・運動も意外と大事だということ
・人間として社会生活を送る必要性
・自分の生活力の低さ
・体を動かすことの重要性
・当たり前が当たり前であることの有難さ
・自分は監視してくれる人がいないと勉強できないということ。
・お金に困らない大人になろうと思った
・坂を上らないとこんなにも楽なのかと気づいた
・自習時間を自分で確保すること
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15.登校再開が「楽しみ」な理由

16.登校再開に感じる「不安」

17.登校したくない理由

15.「楽しみ」と答えた理由は何ですか。
（複数回答可） *
※登校再開について、
「楽しみしかない」と回答した者への質問
・何の感慨もないから

・メリハリがつくこと

・自習室で勉強できること

・海がみれること

・いつからかはわからないが部活がまたできる

・部活ができること

・家族以外の人とコミュニケーションをとれること ・電車にのれる
・また、メリハリのある生活に戻れるから。

・分散登校について特に何も思わない。

・特に楽しいことはないです。
16.具体的にどのような不安がありますか。
（複数回答可） *
※登校再開について、
「楽しみだか、少し不安」と回答した者への質問
・課題提出
・人と対面するのが億劫であること
・坂や階段が登れるかが不安です。
・坂道を上れるかどうか
17.「登校したくない」理由は何ですか。
（複数回答可） *
※登校再開について、
「不安があるため、登校したくない」
「不安はないが、登校したくない」と回答した者への
質問
【学校が嫌いなど】
・学校に行くメリットがない
・学校に行くのが、もともとあまり好きでないから。
・学校が嫌いだから
・何か行きたくない
【対人関係】
・人に会いたくないから 迷惑をかけるから
・人間関係の構築が面倒だから
・人とかかわるのが怖いから。
【コロナ関連】
・密になる
・マスクの着用が辛い
・緊急事態宣言が解除されたとはいえ大人数で密閉された空間に行くことが不安である
・せっかく ZOOM がうまくいっているので公立校の登校再開一週ぐらい結果を観察してからでも大丈夫なので
はないかと思いました。ただ、教材プリントなどをいただけるのはありがたいので１日は登校必須だとはおもい
ます。自由度の高さがあるので活用したいです。
【その他】
・暑いときに外に出たくない
・学校の方が良いとは分かっているが、家の方が楽でいい
・まだしなければならないことが終わっていないから
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18.登校再開時に考えている感染症対策

19.安心して登校するための学校への期待

18.分散登校が開始されると、マスクの着用義務や登校時の消毒、使用場所の消毒などを皆さんにも協力しても
らいます。その他にも自分で行う対策として考えていることはありますか。
（複数回答可） *
【マスク着用】
・マスクの着用≪他 9 件が同内容≫
【手洗い・うがい】
・手洗い、うがい、顔を触らないようにすること≪他 12 件が同内容≫
【通学時】
・元々やや潔癖症気味なのでコロナ関係なしに前からしていたことですが、電車の吊り皮、エスカレーターの手
すり、エレベーターのボタン、公共のドアのドアノブ等は直接触らないようにしたり、昼食前には必ずテーブル
を除菌シートで拭いたり、満員電車に乗らないようにしています。
・あまり布など菌が付着している可能性が高いところは、触らない
・電車で座らない
・つり革を持たない
・登校中など人との距離をおく
【その他】
・ウイルスガードスプレー

・手ピカジェル

・アルコールジェルの使用

・アルコールジェル

・消毒

・エレベーターのボタンなどを指で押さない

・むやみに物を触らない

・３密を避ける

・分からない
19.安心して登校するために、学校にどのようなことを期待しますか。
（複数回答可） *
・わからない
・教室のこまめな消毒
・必要最低限で帰してほしい
・一人一人の間をしっかりと取る
・消毒液の設置
・登校に安心は求めていない！学校に行くことにリスクがあるから！ただ学校に行きたい
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21.食堂で提供して欲しいメニュー
21.今後、食堂で提供して欲しいメニューがあれば教えて下さい
【卵料理】
・オムライス ≪他 23 件が同内容≫

・ミグラスソースのオムライス

・キッシュ

・オムレツ
【パスタ】
・パスタ ≪他４件が同内容≫

・スパゲッティ ≪他 4 件が同内容≫

・カルボナーラパスタ ≪他３件が同内容≫

・パスタ （ぺペロンチーノ）

【その他の麺類】
・ラーメン ≪他７件が同内容≫

・豚骨ラーメン ≪他３件が同内容≫

・カレーラーメン

・キムチラーメン

・二郎系ラーメン

・ジャージャー麺

・醤油ラーメン

・前の食堂にあったあんかけラーメンなど

・担々麺

・ラーメンの味のバリエーションを増やして欲しい

・美味しいラーメン

・ざる蕎麦ラーメン

・冷やし中華 ≪他３件が同内容≫

・つけ麺

・カレーうどん ≪他４件が同内容≫

・冷やしうどん ≪他４件が同内容≫

・麺類肉うどん

・うどん ≪他１件が同内容≫

・あぶらかすうどん

・焼きうどん

・ワカメうどん

・カップ麺の狐うどん

・そうめん ≪他 4 件が同内容≫

・焼きそば ≪他２件が同内容≫

・チャンポン

・ジャージャー麵

・ざるそば

・そば

・ビーフン

・オムそば

・サラダうどん
【ハヤシライス・カレーライス】
・カレー ≪他４件が同内容≫

・タイカレー

・スパイスカレー

・もう少し辛いカレーが欲しいです。

・キーマカレー

・チーズカレー

・ハヤシライス ≪他４件が同内容≫
・辛いカレーが苦手なので、ハヤシライスを定番化してほしい
【丼もの】
・牛丼 ≪他 6 件が同内容≫

・ロコモコ丼 ≪他２件が同内容≫

・親子丼 ≪他 3 件が同内容≫

・海鮮丼 ≪他２件が同内容≫

・かつ丼 ≪他２件が同内容≫

・麻婆豆腐丼

・焼き鳥丼

・中華丼

・焼肉丼

・唐卵野菜丼

・ネギトロ丼

・ツナ丼

・そぼろ丼

・鳥丼

・チャーマヨ丼

・豚丼

・今後というわけではないが、鳥丼が忘れられない
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21.食堂で提供して欲しいメニュー
【中華】
・チャーハン ≪他７件が同内容≫

・チキン南蛮 ≪他４件が同内容≫

・麻婆豆腐 ≪他３件が同内容≫

・(激辛)麻婆豆腐

・餃子 ≪他３件が同内容≫
【定食・セット】
・から揚げ定食≪他２件≫

・カツ定食

・角煮定食

・回鍋肉定食

・焼肉定食

・夜定食

・定食の種類が増えて欲しい

・うどん定食

・麺セットの復活

【肉料理】
・ハンバーグ ≪他 12 件が同内容≫

・ローストビーフ

・肉

・しゃぶしゃぶ

・タンドリーチキン

・トンカツ

・ステーキ

・唐揚げ≪他３件≫

・揚げ鶏レモンずけ

・豚の角煮

・カルビ

・ハラミ

・ファミチキらしきもの ・生姜焼き

【魚料理】
・寿司≪他４件≫

・魚料理≪他１件≫

【パン類】
・サンドイッチ≪他２件≫

・ハンバーガー≪他２件≫

・きな粉パン≪他１件≫

・チーズドッグ

・餡パン

・惣菜パンを増やしてほしいです。

・冷やしメロンパン
【軽食】
・たこ焼き≪他３件≫

・お好み焼き

・ピザ≪他３件≫

・ポンデリング

・フライドポテト≪他 3 件≫

・ハッシュドポテト

・ハリケーンポテト

・コロッケ

・おでん≪他１件≫

・みたらし団子

・フィッシュチップス

・タコス🌮

・シチュー

・ラタトゥイユ

・天ぷら≪他１件≫
【煮込み】
・鍋≪他３件≫
【ごはん類】
・ご飯

・おいしいごはん

・天むす

・おにぎり

・炊き込み

・ドリア≪他２件≫

・ミートドリア

・カツめし≪他２件≫

・うな重（山椒付き）

・タコライス

・オムはやし

・そばめし

・リゾット≪他１件≫

・雑炊ビビンバ

・ガパオライス

・タケノコご飯

・鶏そぼろご飯

・焼きおにぎり

・おにぎりの具の種類を増やしてほしい
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21.食堂で提供して欲しいメニュー
【弁当】
・夜のお弁当

・鮭弁当

・ランチボックスでのチーズカレー

・テイクアウト弁当の充実

・300 円弁当

・三食弁当

【その他料理、調味料】
・グラタン≪他３件≫

・ポテトサラダ

・トッポギ

・世界各国の料理（例.ボルシチ、フォー、飲茶、タコス…）世界一周できるくらいあったらうれしいです。
・ポン酢

・からし

【スイーツ】
・プリン ≪他９件が同内容≫

・イタリアンプリン

・プリンの復活 ・クリームブリュレ

・クレープ

・デザート系ミルクレープ

・シフォンケーキ

・マカロン≪他１件≫

・クッキー≪他１件≫

・軽めのクッキー

・クレープ

・ドーナツ

・生チョコ

・ガトーショコラ

・ザッハトルテ

・ラスク

・ゼリー≪他 1 件≫

・桃ゼリー

・アイス

・ゆずシャーベット

・スコーン

・チーズケーキ

・パンケーキ

・シュークリーム

・シュークリームより、もっともっと甘ーいもの

・夏はかき氷など冷たいもの

・かき氷

・夏限定かき氷

・スムージー(自販機でも構いません)

・わたがし

・わたがし(機械を設置)

・パフェ

・タピオカ

・おしるこ

・わらび餅（黒蜜つき）

・大学芋

・ミルクセーキ

・甘いもの

・甘い系

・甘い食べ物

・スイーツ

・フラペチーノ

・マカロン

・タピオカミルクティー ・おやつ系

・和菓子、抹茶を使った食べ物

・デザートメニューが欲しいです。

・テイクアウトにお菓子のようなものも加えてほしい。(糖分補給)
・デザートのテイクアウト
【果実】
・フルーツ≪他３件≫

・フルーツの盛り合わせ

・メロン（1/4）

・果物

【スープ】
・コーンスープ≪他２件≫

・オニオンスープ

・単品のスープ

【健康志向】
・量を少なくして欲しいです

・野菜中心のメニュー

・野菜がメインのメニュー（野菜炒めなど）

・野菜を多く摂れるメニュー

・重いメニューが多いので、ヘルシーなメニューを追加してほしい。
・糖質オフメニュー
【質・量】
・クオリティ

・美味しいければ何でもいいです！

・量が少なめのメニュー

・定食系の増量（量がないので、教職員と一部の生徒しか食べれない）一度も食べれたためしがない

10/44

21.食堂で提供して欲しいメニュー

22.学校でやりたい活動

【その他】
・テイクアウトを増やしてほしい
・テイクアウトを増やしてもらえると食堂で食べる必要がなくなるので嬉しいです。
・洋食のバリエーションがもっとあればなと思います。
・チーズ系のものが食べたいです。
・なくなってしまった麺セット
・知らない国の料理や、神戸から遠い地域の地元の料理を食べたい。
・じゃがいもの料理
・食堂は閉鎖してほしい。
・アレルギーに対応した料理。野菜以外で
・web 授業の調理実習で作ったもの。
・持ち運びのできるもの
・日焼け止め（担々麺、ごまだれ）
・小学生のころ食べた給食が、懐かしい
・不味くなければ
・これから夏なので、冷たいメニュー

22.分散登校が開始されると、社会状況に応じて徐々に活動を増やしていく予定です。学校でやりたいと思う活
動はどんなことですか（複数回答可） *
【なし】
・特になし≪他 23 件が同内容≫

・全く思いつかない自分に驚いています。

【学校行事】
・学校行事

・行事

・修学旅行

・文化祭

・学年行事 （体を動かす）

・球技大会≪他１件≫
・遠足

・体育際や合唱コンクールなどの学校行事
・難しいことはわかっているがとても楽しみにしていた最後の文化祭なので縮小をしてでもなんとか文化祭をや
ってほしい。
【その他】
・本の貸し出し

・図書館を使う

・図書室で本を借りたい

・9 時学≪他１件が同内容≫

・先生との他愛のない話

・ひとりの時間を過ごすこと

・学校からの景色を見る
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23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ
23.もうすぐ、先生や友達、クラスメイトに会うことができます。メッセージがあれば入力してください！回答
を入力してください
【よろしく】
・よろしくお願いします ≪他 33 件が同内容≫

・これからよろしくお願いします ≪他９件が同内容≫

・これからもよろしくお願いします。 ≪他１件が同内容≫
・１年間よろしくお願いします。 ≪他 11 件が同内容≫
・３年間よろしくお願いします。 ≪他 3 件が同内容≫
・引き続き宜しくお願いします。
・これからもよろしくお願いします。頑張っていきましょー！
【楽しみ】
・とても楽しみです ≪他 58 件が同内容≫

・楽しみでしかたがないです ≪他６件が同内容≫

・学校行くのがとても楽しみです！！ ≪他７件が同内容≫
・久しぶりの登校を楽しみにしています。 ≪他 3 件が同内容≫
・みんなに会えるのを楽しみにしています。 ≪他 30 件が同内容≫
・友達や先生などに会えるのがとても楽しみです。

≪他 8 件が同内容≫

・先生に初めて会えるので楽しみです。 ≪他 4 件が同内容≫
・3150！

・ヒャッハー！

・友達に久々に会えることが本当に楽しみですか、勉強面は不安でしかありません。
・初めてクラスメイトや友達に会うので楽しみです。まだ、直接会ったことがないので、たくさん話して友達を
増やしたいです。また、先生に会うことも楽しみです。いつもは画面越しでしか会っていないけれど、直接会っ
てコミュニケーションをとって学校生活を楽しみたいです。
・早く会いたい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!です！。初めて制制服で須磨学園に登校することがとても楽しみです。初めての
ことがたくさんあって、とてもわくわくしています。先生方とも早く話をしたいです。
・学校に初めて登校できるのですごく楽しみです。特に友達や先生と直接会えることが楽しみです。少しの時間
しかないけど、みんなとコミュニケーションをしたいです。
・オンライン授業が始まってから、早くみんなと会いたかったので、登校日がとても楽しみです。このような機
会に、友達を作りたいです。そして、みんなと仲のいい HR 委員長になりたいです。
・直接会うことのありがたさや人のぬくもりの大切さを実感しました。みんなにあったら楽しみたい！
・およそ 1 ヶ月半ぶりの登校が出来て嬉しいです。全員で会うのは初めてなので、緊張もしていますが、楽しみ
です。
・正直不安ですが、楽しみにもしています
・少し不安はありますが、とても楽しみです！会えたら色んなこと話しましょう！
・楽しみで仕方がないです。まだ安全でないことは分かっていますが早く普段通りの生活をしたいです
・こんなに長い期間外に出たことがないのは初めてだったので楽しみにしています。
・登校日が楽しみです！
・楽しみですが、忘れ物しそうです。
・ものすごく楽しみです。多分みんなも楽しみにしていると思います。その分今はじっと我慢して、外に出れた
らはじけましょう！
・たくさんいろんな活動ができることを楽しみにしています！
・ただただ会って少しでも話したいという気持ちです。来週の登校日がとても楽しみです！
12/44

23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ
・やっと、友達や先生と直接会えるのでとても楽しみです。
・とても楽しみです！ これからも徐々に少しずつ登校が出来るととても嬉しいです。
・話すのが好きなので楽しみです！
・すごく楽しみですし期待が高まって来ています
・初めての高校楽しみです！
・学校までの『山』をちゃんと登りきれるか不安はありますが、ずっとずっと待っていた学校に行ける日がやっ
と来たので、決められたことを守りつつ、久しぶりの学校を楽しみたいです！
・とにかくクラスのみんなに会うのが楽しみです。登校日まであと四日。待ち遠しいです。
・元気な姿で会えるのを楽しみにしてます！
・入学したのに学校に行けなかったので、クラスメイトや先生方にお会いできるのがとても楽しみです。
・少し緊張しますが楽しみです。
・今まで画面越しでしか会った事がないけれど顔を合わせることができるのでとても楽しみです！
・楽しみです！はやくみんなと会って友達作りたいです。
・直接授業を受けられる日を楽しみにしています。
・始まりは遅れてしまいましたが、直接お話しできることをとても楽しみにしています！
・初めて直接会うので、先生方やクラスメイトのみんなと話したり勉強したりすることがとても楽しみです！
・先生方や、クラスメイトに会えることをとても楽しみにしています！！
・みんなと会話てきることが楽しみです。
・直接会えるのはとても楽しみですが、同じクラスには同じ中学校の子がいないのですぐに友達ができるか不安
です。
・こんなに「学校楽しみ」と思ったのは学校生活 15 年間で初めてです。僕は小中一貫の学校だったので 新しい
友達というのも初めてで 凄く楽しみです。
・ようやく学校が始まりそうで、楽しみです。特に勉強が家よりもできると思うのでがんばりたいです。
・まだ一度もあったことがないので、今は楽しみしかありません。勉強面での不安はありますが、ついていける
ように頑張りたいと思います！
・先生方や新しいクラスメートとお話が出来るようになるのが、とても楽しみです！！
・友達とは毎日喋ってるので特に寂しさは感じませんが、会えるのは楽しみです！
・先生や友達とかにあって会話するのが楽しみです
・体力に不安があるが先生方やみんなに会えるのは楽しみです。
・須磨学園独特のピリリとした空気のなかではやく勉強したい。須磨学園に行けるのが楽しみだ。階段は登りた
くない。
・健康に気をつけて、楽しみましょう
・交通機関の利用時間が長いため不安もあるため、しっかりと感染対策をしつつ登校しようと思います。久しぶ
りに先生方とお会い出来る事を楽しみにしています。
・先生方や友人たちと対面で直接会えることの幸せをこの 2 か月間蓄積してきました。ほんとにほんとに会える
ことを楽しみにしています。友人たちに、ソーシャルディスタンスを無視したいぐらいハグしたいですが、会え
ることだけでも嬉しいです。お互い元気でいようね。
・ずっと家で最初は楽しかったけどだんだんさみしくなってきているのでみんなに会えるのが楽しみです。
・久しぶりに須磨学園に登校できるのがとても楽しみです。元気な姿で先生や友達に会えるようにします
・久しぶりの学校なので楽しみです！早く皆に会いたいです！
・みなさんとお会いできることを心より楽しみにしております。
・はじめましての先生もたくさんいるため、直接お会いできることが光栄で楽しみです。
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23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ
【会いたい、話をしたい】
・早く会いたいです ≪他 28 件が同内容≫
・早くみんなに会いたいです！これからよろしくお願いします！！
・早く会いたいです。そして、友達と過ぎます部活したいです。
・みんな元気ですか？私は元気です！早く会いたいです！あと、部活に行きたいです！
・はやく先生方や友達にあいたいです！
・気軽に話しかけてください！
・早く会って話したいです

≪他 14 件が同内容≫

・実際に会って話したい。
・ただひたすら直接会って話したいですね（友達
・今まで通り☺話したいね～
・オンライン授業にも慣れたので特に困ることはないけれど、やはり友達に会えないと悲しいので会いたいです
・初めて会うので緊張しますが、早くクラスのみんなと会いたいです！
・なかなか馴染めないと思いますが、早くコミュニケーションをとりたいと考えています！
・とにかくはやく友達や先生方とあって、ふつうにコミュニケーションをとりたいです。
・会える日々を待ち望んでおります。トンネルの出口は見えていますが、気を引き締めていきたいです。
・2 ヶ月分しゃべりましょう(^^)
・今まで、話したことがない人とも、たくさん話してみたいです！
・感染拡大だけは避けて出来る限りコミュニケーションをとりたい。
・早くいっぱい話をしたいです。
・早く友達と話したいです。
・直接会えるのが初めての人もいているので、積極的に会話していきたいです。
・自粛期間中、当たり前だと思っていた友だとの存在の大切さに気づきました。会って何気ない会話を沢山した
いです。
・家だと集中できなくて学力がどんどん下がっていると実感します。早く学校に行って刺激を受けたいです。友
達とも LINE や電話しか出来てないので早く会って話したいです。
・進級してもうすぐ 2 か月だけどまだ一度も先生と友達に会えていないから早く会いたいです
・早く友達に会って沢山話してみたいし、先生方にも対面した形で質問ができるようになりたいです
・画面上での面識だったので皆さんのことをあまり知りません。直接会って他愛のない会話や質問がしたいです。
これからよろしくお願いします
・教科担当ではない先生とは、コロナ期間全く顔を合わせられていないので、早くお会いしたいです。また、雑
談など出来る機会もなかったので、先生方と早くお話したいなと思います。
・先生方に早くお会いしたいです！！
【仲良くしましょう】
・仲良くしましょう ≪他 4 件が同内容≫

・お久しぶりです ≪他 3 件が同内容≫

・一年間仲良くしましょう

・こんにちは

・はじめて会う子ばっかりだけどがんばります！

・もうすぐ会えるので、よろしくお願いします！

【Web 配信等への感謝】
・他校の生徒よりも充実した自粛期間を過ごせていると思うので先生方のサポートに感謝しています。これから
も一緒に頑張っていきたいです。
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23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ
・映像授業をしていただいてありがとうございます！
・いつも WEB 授業ありがとうございます。
・２ヶ月の間工夫して少しでも負担がないようにしてくださった先生方に感謝したいです
・先生方には本当に感謝しかありません。私がここまで自宅でも勉強ができているのは先生方が授業をしてくだ
さるおかげです。本当にありがとうございます。また、これからも宜しくお願いします。
・休校期間中の映像授業の素早い対応ありがとうこざいました
・映像授業で普段より快適な学習環境をありがとうございます。提出物のことや寝てたりして迷惑をかけてすい
ませんでした。
・先生、いつも分かりやすいオンライン授業をしていただきありがとうございます！
・先生方、オンライン授業してくださって本当にありがとうございます！
・工夫して授業をしてくださりありがとうございます。
・生徒が授業中顔を見せなくなったりやる気が無くなったりしていますが、生徒側からしたら僕も含めて今の環境が
不安で、家で楽できる環境で楽してしまうからだと思います。登校するようになったら、治ると思います。先生方は、
授業がわかりやすいようにワードの画面共有や通信の改善などに徹底していただいているので、先生方の取り組みに
対しては感謝しかないですし、みんな受験に対して不安を感じていると思いますが先生方に対しては何の不安もなく
心強い先生たちに恵まれたことを嬉しく感じていると思います。改めて受験までよろしくお願いします🙇♂️
・このようなご時世でも授業を止めずにしていただいてありがとうございます。
・質の高い映像授業をありがとうございました。これからもお願いします。
・今までオンライン授業ありがとうございました。非常に助かりました。もうしばらく完全にコロナが収束する
までの間よろしくお願いします。直接授業を受けられる日を楽しみにしています。
・迅速に今の環境を整備することに尽力してくださったすべての方々にほんとに感謝でいっぱいです。ぼくたち
も勉強という形で恩返しができるようにがんばります。
・先生、自粛期間中の授業でたっくさん笑わせてくれてありがとうございました！
・いつも、映像授業をしてくださり、ありがとうございます。受けていて、分かりやすくいつも助かっています。
・この２ヶ月間、勉強の進度を止めることなく進めることができて良かったです。このような環境を作って頂き
ありがとうございました。
・お忙しい中、オンライン授業ができる環境を整えてくださり、ありがとうございます。
・Web 配信本当にありがとうございます。このように授業を受けられていることがすごく恵まれていると感じて
います。
・先生方、登校できる環境をつくってくださりありがとうございます。
・休講期間中さまざまな工夫を凝らして私たちの学習環境を整えて頂きありがとうございます。講座も授業もい
つもとかわりなく受けられているのは先生方の努力のおかげです。これからもご指導よろしくお願いします。
・大変な中私たちのために日々考えて下さりありがとうございます！先生方も体にお気をつけ下さい。
・今までのオンライン授業で先生たちが尽くしてくだっさった苦労を忘れず、登校日からもしっかり勉強したい
です！
・先生方今までありがとうございました。お疲れ様でした。これからもよろしくお願いいたします。体調にお気
を付けください。
・とても長く孤独な期間でした。何気なく過ごしていた日常がどれだけ恵まれていたことか身に染みて実感しま
した。登校が再開しても完全に元の生活に戻るのはかなり先になると思います。個人的な希望ですが、夏前には
今まで通りに、クラスの皆で自分たちの教室で授業を受けて、９時学まで頑張れる学校生活ができたらいいなと
思っています。社会が混乱している中で、学校生活と変わらないクオリティの授業を提供して下さった先生方に
は感謝の念に耐えません。本当にありがとうございました。
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23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ

【不安、心配】
・コミュケーション能力を相当失っている気がするので、みんなの会話についていけるようにしたいです。
・早く会いたいがウェブ授業のときと比べ早起きしたり、勉強時間が減ると思うと心配である。
・まだまだ分からないことだらけで不安とワクワクする気持ちがあります。だんだん学校生活に慣れていきたい
です。
・まわりは知らない子達ばかりだし、勉強についていけるか不安だけど頑張りたいです。
・勉強は不安ですが頑張っていきたいです。
・話すのは苦手ですが頑張るのでよろしくお願いします。
・私にドン引きしないでください!!!!!!
・まだまだ不安があるので分からないことがあったら、実際学校に行き始めた時に教えて頂きたいです。
・この生活に慣れて、これから始まる生活がどうなるのか少し心配です。今は授業間に自学があったり、授業以
外の活動や、登下校、友達との関わりがなかったりと、負担は軽くなっていると思うので、その反動が怖いです。
ただ、そうも言っていられないので努力していこうと思います。
・体調不良がかなり長引いたこともあり、登校することにおいて体調面での不安があるので、徐々に慣らしては
行くつもりですが無理はしないように体調優先で動こうと思っています。
・いろいろ不安なことがありますが、これからよろしくお願いします。
【学校への要望】
・午後９時以後にチームズで連絡しないでください。普通に考えて非常識です。午後１１時以後などは論外です。
・体育祭や文化祭などの行事が出来なくても高校生活の最後の年なのでクラスでなにかイベントなどしたい。
・バレーボール部を作ってほしい！！
・V2 学年理系の数学ⅠAⅡB の授業は行われないんですか？
・私はまだ友達がおらず人見知りな面があるので気軽に話せる場を作ってほしいです。
・球技大会がしたいです。
【その他】
・がんばりましょう‼️ ≪他６件が同内容≫
・学校で集中して授業を受けたいです
・カツ丼が私をまっています。
・違うクラスのこと一緒に登校したいです
・一緒にコロナを乗り切りましょう！
・直接会うことの大切がよくわかりました。
・やっとだなって感じです。
・やったぜ！
・学校に行けることに感謝の気持ちを忘れずにこれからを過ごします
・失った学校での時間を挽回できるように、濃い時間にしていきたいです
・ストレス発散したい
・よぉ、３ヶ月ぶりだなぁ
・
「失って初めて気づく大切さ」よく聞くフレーズですけど、本当にそうだなと感じました。今までの学校の九
字学などの制度に助けられていたなとおもいました。
・美味しいもん食べて元気してたか？
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23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ
・皆さん、ごきげんよう。お久しぶりですね。楽しく過ごしましょう。
・学校でしか出来ないことを行けなかった 2 ヶ月分思いっきりしたいです。
・高校生活がようやくスタートしてうれしいです。
・長い長い間本当にありがとうございました。
・かなり遅い初めましてになってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。
・ぱっー！
・約 2 ヶ月間言えなかったことを聞いてください！
・一緒に頑張っていきます！
・入学してから一度も学校に行っておらず、不安ですが、みんなとコミュニケーションを取れるようにしたいで
す。
・早く友達と一緒に勉強がしたいです。
・ずっと画面上でしか見ていないため、なんだかとても会うのが緊張します！特に先生方は、芸能人に会うよう
な感じがします！(笑) 当日も緊張していると思うので、声をかけてくださると嬉しいです！わたしからもたく
さん声をかけたいです！
・はじめましてという人が多いので 1 日でも早く仲良くなれたらいいなと思います。
・速く学校にいきたいです！
・これからよろしくお願いします！
・私は小学校，中学校と仲間に恵まれ，過ごしてきました。まだわからないことだらけで不安はありますがお互
いのいいところを見つけてそれを各々が生かすことのできる，個性を認め合える環境を 1ー3 で作っていきまし
ょう！これまでの仲間に恵まれた生活に負けないくらいの素晴らしいクラスにする為，副委員長として，K1ー3
の 1 人として精一杯頑張らして頂きます！これからよろしくお願いします！
・対策をしっかりして、学校を楽しもう！♪
・これだけ人とあってないと少し話せるか不安になるけど一緒に頑張りましょう!
・お互いのことをもっと知って関われるようにしたいです！
・皆さんに早く会いたいです。2 ヶ月前とはひと味違う自分を見せます！
・須磨学園高等学校に登校することが出来ることに感謝の気持ちでいっぱいです❗️
・勉強関連だけでなく、趣味など気を遣わず話せる友達が欲しいです。
・少しずつ元の生活に戻れるようになってきていると思うので、自己管理をしっかりとして充実した 3 年間を過
ごせるようにしたいです！
・先生やクラスメイトのことを少しずつでも知ることができたらいいな、と思います。
・早く新しい環境になれ、高校 3 年間を充実させたいです。
・この 2 か月間、歩みを止めずに勉強を続けれたことは、本当にありがたいことです。
・やるときはやる楽しむときは楽しむのように有意義な生活を送りたいです
・こんにちは、いつもありがとうございます！
・疲れました
・２ヶ月分を取り戻せるような充実した学校生活を送りたいです。
・友達と遊びたいです。
・電波を通じず会話出来るので嬉しい。
・5 月中に登校することができてよかったです！
・やったー！
・数学のサクシードが難しいけど（個人の意見）頑張りましょう。
・Stay home.
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23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ
・たくさん話をして、一人一人の個性や特徴、良さを見つけていきたいと思います！
・一刻でも早くコロナウイルスが終わり、クラス全員がその場に立ち会って、集団行動、友達といることの楽し
さをかみしめたいと思います！
・とにかく健康には気をつけてください。
・先生方よろしくお願いします。
・まだ週一回の短い登校ですが充実したものにできればいいと思います。
・頭おかしなことを言い合い爆笑したい！
・ソーシャルディスタンス越しでもいいからみんなの側にいたいんだ
・みんなと仲良く、楽しい学校生活を送りたいです。よろしくお願いします！
・学校でたくさん体を動かし、楽しもう！
・より受験生という意識を高めることができる活動をよろしくお願いします。
・どうも
・受験に向かって頑張りましょう
・担任の先生の威圧感が少し懐かしいです。
・家族の顔を見飽きてしまったので他の顔もみたいです
・早く部活がしたいです！！
・これから学校が始まるとまた色々質問するかもしれませんが、何卒よろしくお願いします！
・会いたいと思える人がいることに幸せを感じております。
・早く先生方に直接質問したり個別指導をしてもらったりしたい
・散々騒がれてきたさんみつ。
・登校できる日が待ち遠しいです。
・この学年になってから初めてクラス単位で集まることが出来るので、楽しみです。
・やったー！！！
・もうとにかく須磨学園に行きたいです！早く登校したいし、学校で、クラスメイトとも早くしゃべりたいし教
室に行ってみたいです！
・映像授業だと全く頭に入ってこないので、できるだけいつも通りの授業を受けたいです。友達と一緒に授業を
受けたり自習がしたいです。
・先生方、毎日徹底して勉強を行っていき、がんばっていこうとおもうので、これから 3 年間よろしくお願いし
ます。
・とにかくよかったです！
・勉強にしっかり取り組み、楽しい高校生活を送りたいです。これからよろしくお願いします。
・みんながどんなペースで勉強しているのか知って自分もペースをあげられるよう頑張ります
・友達になってくれると嬉しいです。
・僕の中学校からは僕しかいないので友達をつくりたいと思います
・早く学校生活に慣れるようにみんなで協力しましょう！
・元気で
・自分は自粛中も勉強は欠かさずやってきたので、先生方は偏見なく接してほしい。
・ほどほどにね
・まだ来てないことを予想するより、今の毎日を楽しむべき。
・これでやっと休める！
・とにかく一緒に遊ぼう‼️
・恋したいですね
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23.もうすぐ会える先生や友達へのメッセージ
・はやく学校にいきたいです！
・気持ち新たにまた充実した学校生活を送りたいです。またこれからもよろしくお願いします。
・共に過ごせる時間が少し短くなってしまいましたが、残りの期間一丸となって受験に向けて頑張りましょう。
部活も最後までやりきりましょう。
・先生とは休憩の時間には話して勉強の時間には真面目というオンオフができるようになりたいです。そして友
達とはいい関係を築いていきたいです
・zoom でしか、クラスメイトと顔を合わせてないから、どんな人柄かが分からない。早く会いたい！
・学校再開うれしいです。
・直接顔を合わせられるようになって本当にうれしいです。
・家にずっといるのはやっぱりなにかしんどいのではやく学校に行きたいです。
・おくれてすいませんでした。
・早くソーシャルディスタンスを気にせず友達や先生と話したいです。
・コロナに負けるな
・いっぱい遊びにいこ～
・今の社会状況は、不安ですが活動できる範囲で取り組んでいきたいと思っています。
・しばらく会えなかったけれど、これからよろしくお願いします！
・先生方や友達も、今の時期で大変だと思いますが、お互い頑張っていきましょう！
・勉強頑張りましょう‼️
・これまでは画面越しでしか顔を合わせることができなかったけれど、やっと会う機会を設けていただけて嬉し
いです！
・四月から全く会えてなかったので空いたです。
・コロナルーティーンからの切り替えや、勉強の遅れなどから逃げないように頑張りたいです。
・早く友達を作りたいです。
・お前たちー最高だぜぇ
・毎日オンラインでカリキュラムを進めて頂き、ありがとうございます。
・はい
・遊びたーいー
・長い期間家からのやり取りが続いていましたが、ついにクラスメイトや先生とお会いできることはとても嬉し
いことだと思います！なので、体調にしっかり気をつけて投稿日頑張りたいと思います。
・いよいよ学校が始まります！
・少し不安ですが、がんばります。
・本来よりも短い期間ですが一年間よろしくお願いします。
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24.対面授業とオンライン授業を併用する場合の活用方法
24.通学での対面授業とネットを通じてのオンライン授業、それぞれにメリットがあります。両者を併用する場
合、どのように活用できたら良いと思いますか。
（複数回答可） *
【講座について】
・講座をオンラインにする(生配信でなく録画で)
・部活動に集中して取り組むために、講座をオンラインにしてほしいです。
・学校から家までが遠いため、講座などはオンラインでしてくれると帰宅時間が遅くならない。
・人数制限がある講座のオンラインストリーミング配信や講座のオンライン化
・講座はオンラインがいいとおもいました。
・講座のプリントを PDF でも配布したりしてほしい
・参加自由の講座をオンラインでおこなう
・講座は動画を撮っておいてストリームで後日アップし、直接受けることも、オンラインで見ることもできるよ
うにする。
・Zoom 自習室や、部活動がかぶって行けなかった人のために、講座の録画を Stream で配信してほしい。
【その他オンラインの有効活用】
・教材の画面共有はとても有効だと思うので通常通りになったときも活用してほしい。
・土曜日午前授業のためだけに通学するのは億劫なので、オンラインの方が好ましい
・対面授業の時、レコーディングをしてもらいどこでも復習ができるようにしてほしいです。
・ライブ配信でなく、録画配信を、期間やテストの期日の指示を受けて家で見て、授業に必要なプリント類を受
けとるときや、実技科目、模試などは登校して取りに行く
・知識の関連については登校とオンラインを 3：1 位の割合で良いと思う
・対面授業でもネットを使い板書を見やすくしてほしい
・臨時休校中の授業・補習
・家庭の事情とかもあるだろうから、保護者の許可と本人の行きたいという意思がある人が登校し、その授業を
登校出来ない人に配信する。
・基本的には対面授業で、その対面授業の様子を撮った動画を全学年が見れるようにして、教科担当ではない先
生や板書や理解が追い付いていない授業を見れるようにしてほしい。
・知識の習得は基本的にオンライン授業で、模試・実技教科・や面接指導などを通学で補うがたまに（週一回ぐ
らい）は分散登校でクラスの人とコミュニケーションがとれればいい。
・基本的にはすべて対面授業で授業の様子を後ろから撮影などをすることで授業後の疑問も解消できるようにする。
・警報の時もオンラインでしたいと思います。
・学校での授業風景を撮影して後で投稿
・質問登校日があればうれしい
・体調が安定しないので、オンライン授業があれば、体調が戻った時からすぐに授業を受けられるため、オンラ
イン授業はこれからも続けてほしい
【オンライン否定】
・オンライン授業はいらない
・ずっと対面授業がいい。
・オンライン授業は嫌いなので活用してほしくないです。
・特に模試は本当に自宅受験ではなく校内受験がいいです。
・ない
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25.通学して別の教室から中継された授業を受けることについて

27.夕刊須磨須磨で印象に残った記事

25.学校に通学はするけれど、別の教室で実施している授業のライブ配信をＰＣ等を通じて受講する可能性もあ
ります。そのような受講形態についてどのように思いますか。（複数回答可） *
【肯定】
・よいと思います
・感染予防のためなら苦ではない
・先生方の手間が軽減されるのならいいと思います。
【否定】
・学校にいってまで目を酷使したくない
・通学費がかなりかかるのでできるだけ家で受けたい
・嫌です。
・目が痛い！それをするために学校に行くのは無意味だと思う
・通学する時間と学校にいる時間のバランスが悪いと思います
・surface のノートパソコンだとスペックに不安があるので家の pc で受講したい
【その他】
・バッテリーが心配
・制パソコンの充電が持たない可能性が高いです。
・学校で pc で受講する場合、pc の充電ができない事が心配です。
・上記どれでも構わないが、学校で PC を使う必要があるのであれば充電器の使用を許可してほしい
・私が自宅でやってるようにモニターとパソコンを同時に動かして、基本はモニター見辛いときに時々パソコン
をみるのが良いと思う
・イヤホンの使用はできるだけ控えたい
・自宅で受講するなら質問は個人的に相手の先生に連絡し空いている時間に zoom などを活用したい。
・Stresm を残して欲しい
・見返す必要がある授業など以外は登校したい
27.「夕刊須磨須磨」を読んだことがある方にお聞きします。第 3 号までで面白かった記事や印象に残った記事
があれば教えて下さい。
・わからない
・とくにない ≪他 5 件が同内容≫
・外国の子と連絡を取ったりしてると書いてた記事
・生徒のアンケート
・生徒が書いた記事 ≪他 1 件が同内容≫
・J1 学年のクッキングの記事 ≪他１件が同内容≫
・第 5 号進学実績
・生徒が書いた記事
・理事長動静
・第 4 号、第 5 号
・学級通信の方が面白く感じます…
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28.夕刊須磨須磨に掲載して欲しい特集や連載
28.今後「夕刊 須磨須磨」に掲載して欲しい特集や連載などがあれば入力してください。
【理事長・学園長】
・学園長動静

・理事長動静のコーナーいつもおもしろくて好きです。

・理事長動静をもっと詳しく書いてほしい。

・西先生のコロナに対する見方

・学園長先生の動静 ≪他 2 件が同内容≫
・学園長のお話が面白いので、もっと語っていただきたいです。
・理事長先生、学園長先生、他の先生や生徒などの PMTM とかこれからの予定
【部活動】
・部活動紹介 ≪他 9 件が同内容≫

・部活動とコラボした記事。

・部活動のこれからのあり方

・部活動の先生とその先生がなに部出身か。

・部活動の成果発表。試合の結果や、コメント、作品発表など。≪他３件が同内容≫
・部活動の活動の様子 ≪他３件が同内容≫
・各部活動の時間帯や朝練の有無などが知りたいです。
・部活動紹介おすすめのゲームや漫画等
・
「各部活動に密着してみた！」みたいな生徒の授業以外での活躍をみたい。
・後輩が広報委員で部活の紹介を書くと言っていたので、新年生は部紹介なども無かったので何回分かを新入生、
新しいことを始めたい人、(新入部員をゲットしたい人)のために部活紹介だけの新聞を発行してもいいのかも
【教員】
・先生紹介がしてほしいです。≪他４件が同内容≫ ・いろんな教員の裏の顔
・変わった趣味の先生

・先生たちの日常とか？

・生徒や先生のおうち時間

・先生方への NG なしの質問連載

・職員室の様子

・教員インタビュー ≪他 5 件が同内容≫

・先生方のおうち時間

・先生方のステイホーム期間の過ごし方

・先生のお昼ごはん特集みてみたいです

・各学年部長の先生方へのインタビュー。

・先生方のリフレッシュ方法

・先生の人生論

・先生方の意外な一面

・先生の１日調査‼️(先生のプライバシーを守った上で)

・先生たちのオンライン授業あるある

・学年の先生の紹介

・各先生方の面白い笑えるお話

・生徒たちが学校にいない時の先生方の様子

・先生方の過去

・先生の秘話

・オンライン授業の裏側

・いろいろな先生の四コマ漫画！

・先生の事件簿

・職員室の普段のようす(先生方の日常など)

・今の先生の細かい様子

・先生に生活習慣のインタビュー

・各職員室での先生たちの会話。

・○○先生は実はこんな人だった！

・全ての先生の自己紹介文

・各クラスの担任の先生特集

・各学年団の先生方の様子

・先生方の、イラストや四コママンガ

・野村先生の挨拶集

・先生の趣味について。

・各先生のプロフィールの連載。

・他にも様々な先生方の内容？ が見てみたいです！

・先生へのインタビューJ1 学年の先生、特に甲斐先生にインタビューをしてほしいです。
・新任の先生方の自己紹介など先輩のことについて掲載欲しいです
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28.夕刊須磨須磨に掲載して欲しい特集や連載
・先生たちのオンライン授業裏話（銃日の様子や工夫など）
・先生たちの間で話題になっていること（オンライン授業中に関すること）
・休校期間中の先生方の学校での様子映像授業の裏側を見てみたいです"
・諸先生方へのインタビューを積極的にしていただきたい。
・各学年団の先生方の特集を掲載してほしいです。
・先生の「あのときのあれが辛かった」とか「最近これで腹を抱えるレベルで笑った」等のほのぼのした話を読
んでみたい気がします………………。
・先生１日密着今のように、一人一人の先生へのインタビューを全員していって欲しいです。
・まだ顔と名前が一致していない先生も多いし、趣味とかで話が合う先生を知りたいです。
・先生方の受験シーズンのスケジュールを知りたいです。
・上の立場の教師だけでなく副担任の先生に取材していろんな先生の一面を知りたい。
・先生や記者、あるいは行事であればその中心や裏で動いてくれている人にインタビュー特集以外
・普段の生活では知ることができない、先生方の新しい一面が知れるような特集をして頂きたです。
・特集・須磨杯～○○グランプリ～

ターゲットの先生たちが何かを競い合って（学年、クラス対抗でも OK）

それを記事や動画で生徒に投稿します。それを見た生徒がどの先生（学年、クラス）が一番良かったかをフォー
ムズで入力して後日、須磨須磨で結果発表がある（例．どの学年の数学の先生が小学一年生の足し算を 1 番早く
解けるか対決・社会の先生による、難しい地名対決・全先生対象、どの先生が一番画力があるかないか対決）

【学校探検】
・須磨学園周辺の地域のことを教えて欲しい（通学路しか通らないから）
・別府先生の畑 ≪他 1 件が同内容≫
・須磨学園から見える景色
・学校周辺の植物の変化を週に一回くらいで載せてほしい（季節感をそれで感じたいので）
・須磨学園の写真
・生徒はあまり行かない場所の紹介（裏山、屋上、職員室の様子など）
・弓道場などの普段いかない施設の様子
・須磨学生でもあまり知らないような須磨学園の場所とかについて特集してほしいです。
・今日の須磨学園の動物
・須磨学園周辺の生き物について。
【食堂】
・食堂メニュー表
・食堂の人気メニュー
・食堂のご飯の作り方
・食堂の日替わりランチの写真
・食堂メニュー
【生徒】
・ある生徒の学校生活に密着

・生徒の休日での過ごし方

・生徒の遊びスポットランキング

・須磨学園生徒のインタビューなど

・生徒の話題も入れてほしいです。

・ESS 部と協力して英訳した記事を作る
23/44

28.夕刊須磨須磨に掲載して欲しい特集や連載
・生徒へのアンケート内容好きな食べ物とか、音楽とか"便利グッズ
・広告等を載せるのであれば美術部やイラスト部と提携
・4 号の時みたいなアンケートを全生徒にして欲しいです！
・こんな時期だからこそ、時間の管理は大切になってくると思います。そこで、私は先輩方や同学年の人たちの
TM を載せてほしいな、と思います。それによってその人たちの工夫が知れるとともに、中一の私たちの TM 作
成の役に立つからです。ぜひ、連載してほしいです。
・須磨学園の今(魅力)ある問題に対して生徒がいろいろな意見を投稿する場所があれば嬉しいです。
・アンケートで生徒に募集したネタ（十文字作文など）
・生徒会の紹介とかしてほしいです。
【須磨学園特集】
・須磨学園世論調査

・学校の建物をもとに作った少しの物語

・須磨学園中学の歴史について

・須磨学園あるある(先輩方の体験談)、

・学校の植物や虫

・須磨学園リアル 4 コマ漫画

・須磨学園改造計画

・今までの学校のハプニング

・学校探検について。

・教室などの場所がどこにあるのか

・面白いエピソードや現在の須磨学園の様子がわかるような記事を掲載して欲しいです。
【クイズ、4 コマ漫画等】
・クロスワードとかパズル系

・クイズを載せて欲しいです。

・難読漢字クイズオタク界隈調査

・クロスワード。

【その他】
・zoom 企画

・お悩み相談

・クリック数の掲示

・勉強法≪他 2 件≫

・好きな映画ランキング ・10 文字作文≪他 2 件≫ ・卒業生の声

・面白い話

・4 コマ漫画≪他 2 件≫

・海外留学について

・ためになる英語表現

・おすすめの食い物

・ジョジョ

・どうやってスマスマを見るのですか

・ICT 活動課外活動の宣伝

・休日のおすすめの過ごし方など

・できるのであれば意味の注釈機能

・みんなのお家での過ごし方

・受験に向けてやっておくべきこと

・小説本の一節の、紹介と解釈

・おすすめ二次元コンテンツやボカロアンケート結果まとめ
・もし良ければおすすめの勉強方法を紹介して頂きたいです。
・ストレス解消法や、ダラダラと生活しないようにするにはどうすればよいかを記事にしてほしいです。
・学校でそれぞれの学年がしている勉強の仕方や取り組み先生の日常生活特集！
・学校の行事や、各学年の広報部の人たちに学年で取り組んだことなどの掲載
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29.これからの学校への期待、要望
29.これからの学校への期待や学校への要望があれば入力してください。回答を入力してください
【期待】
・楽しみです！

・まずは再開することですね

・東京研修に行けるといいです！

・東京研修の実施

・学校行事は必ず行いたいです

・学校行事などは行ってほしい

・感染者ゼロを目指してください。

・安全で楽しい学校生活を期待しています！

・早く通常に戻りたい

・公立より柔軟に対応すること

・楽しみです。

・PC を使っての授業(たまに)

・これからもよろしくお願いします

・球技大会がしたい。

・新しいクラスの人と会うのが楽しみです

・部活動と勉強を頑張りたいです

出来ればサッカー

・できれば 9 月とかから授業を始めてほしいです。 ・難しいとは思いますが、学校行事を楽しみにしています。
・これからも学びを止めないでがんばってください ・一刻も早く普段の学校に戻ることを願います
・学校に行けるようになったら体を動かしたい

・出来る限りをさせていただけると嬉しいです。

・家は集中できないので自習できる環境が欲しい

・生徒だけでも文化祭がしたい。

・色々な学校のイベントを楽しみたい

・出来れば学校で毎日したいです

・行事をできるようにしてほしいです。

・教科書の電子化を早く進めてほしいです！

・友達と会えることがとても楽しみです。

・早く学校に行きたいです。

・自宅待機は疲れたので早く学校を再開してほしいです
・時間は限られていますが、本来行うはずだった文化祭などの行事をできるようにしてほしいです。例年通りに
はできなくても、少しでも開催してほしいという思いが強いです。
・楽しい授業をこれからも継続していただきたいです。
・私は須磨学園にいて誰もが笑顔と幸せに溢れる場所にしたいです。メリハリを大切にして頑張りたいです。そ
れには先生方と須磨学園生が一つになって小さなことでも全力で楽しんで学んですることが大切だと思います。
先生方と須磨学園生が一致団結して頑張れるようにしていきたいと考えております。
・コロナに気を付けながら、色々な取り組みをしてください。
・僕たちも頑張りますので、どうか、勝利をください
・オンライン期間が終わっても、オンラインによって広がる学習環境の幅を活用していただきたいです。
・一週間に学校に行ける日数が徐々に増えるようにしていただけたら幸いです。
・新たな環境で不安な事だらけなので、高校 3 年間が充実したものになるようにいいスタートが切れたらいいな
と思います。
・いつか、なにか行事ができればいいなと思っています。
・なるべく行事をなくさずに楽しい学校生活にして欲しいです。
・オンラインと対面授業のバランスのとれた学校生活を送りたいです。
・他の学校にはない優れている点がものすごく多いので、そういうところをさらに伸ばして活用していただきたい。
・文化祭、体育祭、広島研修を実施してもらえること。
・休みになった時も素早くオンライン授業を開始してくれて、勉強に遅れなどが出なくてよかったです。これか
らもいい勉強環境を作って欲しいです。
・行事はなくなるかもしれませんが、そのぶん普段の授業の時間が多くなると思うのでじっくりと解説してもら
い（今も十分、分かりやすいですが）さらに楽しく分かりやすい物になることを期待してます！
・学習の向上、学校生活のより良い環境、生徒の意見に沿ったものの実現（学習や行事、校則など）
・キャンプや研修旅行はやめないでほしい。別の場所になってもいいのでしたい。
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29.これからの学校への期待、要望
・なくなったキャンプや、講習などを、したり受けたりしたいです。
・海外研修に、いきたい！！！
・Ｊ１もオンライン 21 時学をしたい
・これからもよろしくお願い致します。
・延期になった行事などをコロナがおさまったら実施して欲しいです！
・特にありませんが、これからの行事などをどう実施していくのか。それとも実施しないのかは気になっています。
・まだ一回も実際に授業を受けていないのではやく学校にいきたい
・出来るだけ友達と一緒に過ごせる時間が伸びてほしい。
・コロナになるまでオンラインで授業なんてことは考えたことはなかったですが、勉強に関しては通学の方が私
ははかどっています。
・危険があるので、わざわざ今は通学しなくてもいいんじゃないかなと言う思いもありますが、先生や友達と直
接お話できるのは、勉強のモチベーションにも息抜きにもなるので楽しみにしています。
・国や県、市と比べて迅速な対応でこの学校に入れてよかったと思いました。これからもよろしくお願いします。
・人生で 6 回しかない文化祭や、その他の行事が出来ることを望んでいます。
・勉強面に関しては不満・困っていることはありません。早く世の中が正常化して、学校での勉強をしたいです。
（特に 9 時学が楽しみです）
・文化祭はなくなってほしくないが、もしもなくなった時は文化部が研究の成果を発表する機会を設けてほしい。
・少しづつ学校に登校できるようになってきて、新しい生活が始まるので楽しみです。
・行事はなくなってほしくありません。特に海外研修旅行は二度とない貴重な経験なので絶対に何としてでも行
きたいです。
・ウイルス対策を行いながら、できる学校行事は全て行ってほしいです。
・緊急事態宣言が解除されてもまだまだ気は抜けないと思うので、ここからどのような段階を踏んで普段通りの
学校生活に戻っていくのかが気になります。
・プロのスポーツチームなども活動を再開してきているので運動部も練習を再開したい。
・今年に予定していた海外研修や留学は全て行ってほしい。

【要望】
・体育祭や文化祭をしたい

・危ないことはしないようにしてください。

・早く普通の生活に戻れるようになりたいです。

・感染対策を徹底しながらの対面授業を希望します。

・せいパソコンではむりがある。

・zoom の自習室を再開してほしいです。

・オンライン授業は続けてほしいと思います

・自習室を解放してください

・日曜日などのオンライン講座

・感染拡大を防ぐため極力オンライン授業がいいです。

・自粛期間中の授業の復習講座をしてほしい。
・バレーボールを作ってほしい！！

・オンライン授業が通常でも受けられるようにして欲しい。
・部活に行きたいです！

・通学の電車が不安なので時間差登校お願いします ・感染対策を徹底して頂きたいです。
・プリントが多い

・チャレンジ試験の開示をしてほしいです。

・自習室の開設時間をもう少し長くしてほしいです ・友達と早くあいたい！
・部活がしたい！

・生徒達を平等に扱うこと。

・今のまま自宅で授業を受講したい。

・学校で勉強合宿してみたい

・たくさん対面授業をしたいです

・２類も土曜日の学校登校を毎週してほしいです。

・食堂を広くして欲しいです。

・部活動を早めに再開してほしいです
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29.これからの学校への期待、要望
・臨機応変な学校になってほしい

・土曜日も自習室を開放してほしい

・夏休みの日程を教えてほしいです。

・これからもオンライン授業をメインにしてほしい。

・pc のスペックを上げて欲しい

・早く全面登校を解禁してほしい

・オンライン授業は目が疲れて辛い。

・出来るだけ対面授業がいいです。

・夏休みはなくなってほしいです。

・一年生の時は数学と英語を重点において欲しい

・普通の学校が始まってもストリームなどを活用してほしい
・講座など、時間帯的に取れないものもあるので配信してほしい。
・進度が不安なので、今年度の文化祭などの学習以外のイベントは無くして、とりあえず例年の進度に追い付き
たいです。
・実力テストは家ではなく、学校でやらせてほしい。補習は自由参加にしてほしい。
・コロナウイルス騒ぎが収まっても、zoom や stream を積極的に活用していただきたいと思います。
・早くみんなで集まって、部活がしたいです。・部活動をしたい・部活がしたい
・オンラインで七時間授業をしてくれていることがありがたいです
・制カバン自体がとても重く、肩への負担になるのでカバンを自由にしてほしい。
・これから学校が再開しても、オンライン授業も必要に応じてオンライン授業を受けたいです。
・個人所有のタブレット端末(ipad)などでの学習がとても有効だとわかったので是非学校でも使いたい。
・ちょっとした休憩としておもしろい企画をしてほしいです
・感染対策をしっかりとし、このアンケートで得た生徒からの意見もしっかり考慮してほしい。
・学習定着度合いや指標を教えてほしい。情報機器に強い先生の協力が不可欠なので頑張ってほしい。zoom の
扱いに慣れてない先生にも扱い方を享受してもらいたい。また普通に授業が始まっても一部の授業の録画は行っ
てほしい。
・普段通りの対面授業が始まってもその時の授業を録画してあとから再度授業を受けれるようにしてほしいで
す！！
・換気や食事前、お手洗い利用後の手洗いすらできていない人がいるので指導等してほしい。
・職員室のドアをできるだけ開けたままにするなど多くの人が触れる場所を減らす。
・学年団内外、両方の面で連携プレーを増やしてほしい
・模試は必ず校内受験ないしは本会場受験がいいです。
・普通に通学が始まっても欠席した授業や理解ができなかった授業をもう一度受けたいので、ほぼ全ての授業を
オンラインで配信してわからなかったところを自分で選んで見たい。
・５教科の勉強は、たくさんできていると思います。残りの教科の授業が時間数が減少しているか、本来あるべ
き授業形態で授業が実施できていないと思うので、残りの教科の授業時間数を増やしてほしいです。
・印刷する必要なさげなプリントとか、せっかく全員がパソコンを持ってるんだから活用したいです
・やっぱり、トイレを改造してドアなどを触らないように、足で動く引き戸だったり、ボタンを押さなくていい
自動洗浄にすべきだと思う
・重い資料集などはタブレットで見たいなとも思っています
・体も動かすという意味も含めて早く部活を始めて欲しいです！
・欠席や公欠したときにも、家や後から見れるように動画配信をしてほしい。
・もっとクラスのみんなとコミュニケーションをとりたいです!!!!!!
・行きたいという気持ちはあるけれど、まだウイルスへの恐怖で外に出たくないという気持ちの方が強いです。
なので、登校しなければいけないときは、感染予防を徹底して安全に過ごせるようにして頂きたいです。
・育ち盛りでとにかくお腹が減るので、夕方等に買い足せる食堂の軽食の種類を増やしてほしいです。
・中学生が食堂を使える日と高校生が食堂を使える日を交互にしてほしい。
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29.これからの学校への期待、要望
・オリエンテーション合宿がなくなって、友達を作る機会が少ないので、クラスメイトと仲良くなれる機会が欲
しいです。
・いつも色んな取り組みをして下さり、本当に感謝しています。もし、これ以上を望めるのならばできれば自習
室などを増やして欲しいです。
・できるだけ早く授業を早く再開してほしい。また、常にデジタルコンテンツと向き合うことはストレスになる
のでできるだけ紙媒体や、直接にしてほしい。
・
「毎週何曜日は学校に行く」などの予定が組みやすい時間割にしていただけるとうれしいです。
・トイレを綺麗に心地よくしていただきたい
・休みの日曜日の健康調査の時間は遅らせてほしいなと感じました
・zoom の自習室を 9 時まで伸ばして欲しいです。
・初めて対面できることをとても楽しみにしていますが、新型コロナウイルスに感染するのは怖いので徹底した
対策をとって欲しいです。
・合格実績を高校と中高一貫でわけて欲しい。
・校内で迷子になりそうなので、教室に地図を置いてほしいです。
・オンライン授業をやめてストリームでの授業だけにしてほしい。
・時代に合わせて臨機応変に対応して頂きたい。私学なので、授業体系等様々な事に積極的に取り組んで頂きた
い。
・登校日に教室だけでなく廊下でも自習ができるようにはからってほしいです。
・家だとすぐ近くに家族がいたりうるさかったり暑かったりしてなかなか勉強に集中できません。学校での自習
室を開放していただきたいです。
・ずっと家だとストレスもたまるので、担任の先生との個人面談を頻繁にして欲しい
・Zoom の授業を続けるにあたって、次の日に使う資料は前日の夜までに送ってもらえると、Zoon への参加が
印刷に戸惑って授業開始ギリギリにならずにすむので、できればお願いします。
・ぜったい週に 1 かい登校と決める必要は無い気がします。書類の受け取りや提出などでどうしても必要な週の
みにしてほしいです。なぜなら、１回登校するのに、1000 円以上負担しないといけない人は多いとおもいます。
第二派で完全休校にいつなってもおかしくない状況で週に数回の登校で定期を買うのはもったいなくて買えな
い。これが公立高校と大きく違うところです。公立は自転車通学の人も多くて電車での感染リスクも少なくて通
学の料金的負担も少ないとおもいます。少なくとも夏休み前まではふだんとおなじような強制登校はやめてくだ
さい。マスクも手に入りにくいし高いし、感染対策しにくいのでこわいです。なにより受験生としてけんこうに
学習を継続できることがいちばんにのぞむことです。
・これからも生徒を「生徒」と一くくりにして対応するのではなく、生徒一人一人に向き合ってもらいたいです
・東大合格者を 2 倍に増やした躍進の例としてとりあげられていた福岡の名善高校や企業の、昼休みの昼寝 10
分間取り組みが興味深かったのでぜひ検討していただきたいです。
・オンライン授業の数学はスピードがはやいのでついていくのが大変です。
・ウイルスの感染を防ぐために、自動で水道は出るようにしてほしい。
・7 時半くらいの早い登校を許可してほしい。
・授業の復習、模試の直し、授業外での動画での学習、講座、その日の宿題、休校期間の宿題、クラスで出され
る宿題、英単語、古典単語、本来なら授業内で行っていた小テスト、すべてをこていたら自分の弱点強化に注げ
る時間が取れない。弱点は人それぞれ異なると思う。高校 3 年生ともなれば自分のやるべきことも理解できるの
で、少し考えて頂きたい。
・学校内に入る前の消毒の体勢を作ること、人が集まりすぎないように登校に時差をつけるなど。
・学校へ徒歩や車で来れる生徒は、出来るだけ対面式の授業を受けさせて欲しい。
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29.これからの学校への期待、要望
・海外研修は中止ではなく在学中に必ず実施して頂きたいです。
・週２日程度のオンライン授業をこれからも継続して欲しいです。
・英語表現の授業では毎回自習の時間も使って授業が行われているが、間に休憩があっても 3 時間連続の授業は
目が疲れる上、授業の進みが速く感じるのでできればやめてほしい
・社会が安全になったら、部活を週 4 にしてほしいです。2 ヵ月、部活をしてないので、できればよろしくお願
いします。
・Web 授業に娯楽の時間も増やして、休憩もできるようにしてほしいです。
【励まし】
・頑張ってください！

・これからもよろしくお願いします。

・先生方、色々ありがとうござます。

・夕刊須磨須磨がとても面白く家族でいつも楽しく読んでいます。

・いつも授業の準備や精神的サポートをしてくださって本当にありがとうございます。オンライン授業期間中で
しか気づけないことや挑戦できないことをたくさん発見できました。先生方もお体をお大事になさってください。
・須磨学園はいつも対応が早くて、対応のレベルも高いので安心する。
・日本でもかなり早くオンラインに対応して下さって須磨学園で良かったと思いました。
・僕らにやることを押し付けるだけじゃなくて、先生方は質問などにしっかり答えてくださるので、何不自由な
くやれています。
・要望などではないが、こんな環境の中オンラインで授業をしてくださりありがとうございます。
・充分すぎるくらい学校側がたくさんの事をしてくださって感謝しか。本当にこの学校を選んで良かった、入学
できて良かったと思いますし、これからもそうだといいです。緊急事態宣言が解除され、これから少しづつでも
本来の学校生活になっていけばいいなと思っています。
・オンライン授業は、先生方が頑張ってくださってるおかげで、質がよく、とても効率のよい授業が受けられて
いるので本当に感謝しかない。ありがとうございます。
・先生方のおかげで感染予防ができそうなのでとくにありません
・やっと登校する予定が出来て、とても嬉しいです。みんなとの交流を深めたいです。私たちのために頑張って
下さっている先生方、本当にありがとうございます。
・登校できるのは僅かな時間ではありますが、設けていただき本当に感謝しています。須磨学園の名に恥じぬよ
うに相応しい身なりと態度で投稿したいと思います。よろしくお願いします。
・今まで色々ありがとうございました！須磨学園はいつまでも my best choice です！これからもよろしくお願
いします！
・いつも頑張ってくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします！
・いつもオンライン授業ありがとうございます。学校に行けない状態でも、規則正しい生活習慣が身に付きまし
た。これからもよろしくお願いします。
・いち早く状況に対応してウエブ授業をまず行い、そこからどんどん進化していって、今も進化し続けている須
磨学園に入ることができて本当に私は幸せだと思います。こんなにいい学校には入れて、こんなにいい先生方の
下で学習できることに感謝しかありません。これからもとっても期待をしています！
【その他】
・クーラーはありますか？
・友達をたくさん作る。
・いま登校してコロナは大丈夫ですか？私はみんなが一斉に社会活動をするので不安です。
・今までの少しの遅れを取り戻せるようにがんばります！
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30.一年後の自分へのメッセージ
30.緊急事態宣言が解除されても、新型コロナウイルスの脅威が完全になくなるわけではありません。先が読め
ない状況はまだ続きますが、一年後の自分にメッセージを送ってください！回答を入力してください
【応援】
・頑張れ！≪他 89 件が同内容≫

・頑張って勉強を止めるな

・頑張れ、がむしゃらに。

・頑張れ、自分

・頑張れ自分！！！

・あきらめずがんばれ！

・いろいろがんばってね

・いろいろ頑張ってね～

・がんばれ、努力しろ

・くじけずに頑張れ

・さぼらず頑張ってください

・とにかく頑張れ！

・いろいろ慣れない思うことがあるかもしれないけど頑張ってー！
・いろいろあったけど、自分らしく一生懸命頑張ってください。
・頑張ってる？？今のクラスにいる？？自分に対する目標は変わっていない？？今の自分を信じて頑張れ！
・コロナで培ったを活かして頑張れ

・コロナに負けず、頑張ってるね！

・気を抜かないで頑張ってほしいです。

・計画的に頑張っていこう

・後悔のないように頑張ってください。

・好きなこととの両立を頑張れ。

・今こそがんばれ

・今できることを頑張れ

・今の時期をがんばる

・今の社会情勢に負けずに頑張れ！

・ただ前を見て頑張ろう。

・どんな辛いときでもがんばり続けて！

・ファイト！

・へとへとにならない程度で頑張れ。

・とにかくバランスを崩さず頑張ろー！

・自分に負けずに頑張ってください。

・先が読めないけど頑張ろう

・体に気をつけて、学校生活頑張ってください。

・怠けず頑張ってください。

・諦めずに頑張れー

・文武両道を目指して頑張れ！

・文武両道を目標に頑張れ！

・毎日頑張ってください。

・毎日大変だと思いますが頑張ってください。

・油断せずに頑張ってください

・落ちこぼれんように頑張って！

・自分のことは自分でできるように、努力もして頑張ろう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
・1 年後に新型コロナウイルスが弱まっているか分からないけどきっとこの経験は将来役立つと思うし、いい思
い出になると思うよ。これからも頑張ってね。
・ある程度今より固まってるだろうけど、がんばれよ。
・いつでも全力で戦っている人がいる‼️その事を忘れるな‼️私達は全力のうちなんパーセントを出している？も
っと頑張れ✊‼️
・おーい、元気か？こっちは今、大変な状況や。そっちはどうなってるん？こっちからはわからんけど、お互い
に頑張ろう！
・お元気ですか。どんな状況であっても頑張ってくださいね
・クラスメートと仲良くなった？コースは維持してる？後五年頑張れよ❗️
・こっちはコロナで大変だけど、もうそっちは収まっているんですか？私も勉強頑張るので、一年後の私もがん
ばれ！！
・この時期が「むだ」な時期にならないように、この時期があったからこうなれた！って思うことが必ずあるか
ら部活も勉強も頑張って。
・これからどうなるかは分からないけど、常に自分を成長させる事が出来るように頑張れ！
・コロナウイルスを通して学んだことをいかしてこれからも頑張ってください！
・コロナがおさまって去年は大変だったなぁと思い出しているかもしれません。一年後の私はどんなかたちで授
業をしているのでしょうか。これからも頑張って下さい！
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30.一年後の自分へのメッセージ
・コロナがまだ、脅威を奮っていますか。それでも今の生活は楽しいですか？友達できましたか？学校に行きた
くて行きたくてたまらないと思うほど学校 楽しんでますか？？きっと、いまの私より１年も長くコロナと共に
生きてきたあなたは きっともう、うまく付き合って行けてることだと思います。コロナにならないよう一緒に
がんばりましょう！！
・コロナの時期の努力は決して無駄にならないから辛いことがあっても諦めずに目標に向かって頑張れ。
・こんな状況でもがんばっているのでこれからも頑張れ！
・そろそろ須磨学園に慣れてきたころでしょうか、勉強は進んでいますか？部活は楽しいですか？色々あっても
諦めずに頑張ってね！！
・たとえ思い通りにならなくても新しい目標を持って頑張れ！！
・どうなっているかわからないけどとりあえず目の前のことを頑張ってください
・どんな状況でもしっかり目標を持って頑張って！
・どんな状況でも今回の経験を生かして頑張ってください
・もっと気合いいれて勉強して、うまくいかなくても諦めるなー！頑張れ！
・よく頑張りました！この経験で学べたこともあるから、それを生かしてこれからも頑張れ！
・一年間後悔なくしっかりと過ごせましたか。もしもあったら、それを今すぐ改善して後回しにしないでくださ
い。しなかったら、また一年後も後悔します。頑張ってください。
・一年後普段の生活が戻っているか分からないけどその時その時をがんばれ
・家で映像授業受けれているのをプラスにできるように頑張ってください！！
・学校は行けていないかもしれないけど頑張って授業受けてください。
・学校も先生も勉強を続けられるように対処してくれてるから、先生達を信じて頑張れ！
・楽しく stay home をさせてもらってます。一年後は、新しい生活様式(？)となるようですがまあ、頑張って欲しい。
・楽しみにしていた中学校生活が登校できないけど先生方が私たちのために頑張って下さっているから感謝して
今後の人生に役立てて欲しいです。ストレスがたまるかもしれないけど頑張れ！
・元気ですか。僕は元気です。1 年前コロナで大変でしたね。高校生活頑張ってくださいね。
・元気にしてますか？部活は毎日できるようになっていますか？しんどいかもしれないけど頑張って💪
・今は不安という大きな感情に押しつぶされそうになっている。でも自分にできることを一生懸命すればいつか
は報われるはず✨今を全力で，最高で彩光のものにすることを意識して頑張るから，一年後の自分も頑張れ！
・今は勉強とかで苦労しているかもしれないけど、１年前にはコロナを乗り越えているのだからそれを思い出し
て頑張れ
・今も一年後も常に大変な状況にあると思うけれど頑張りましょう
・今回学校にいけないという事態が続いて本当は学校に行くことで、楽しいこと、嬉しいこと、時には悲しいこと
などがたくさんあると思いました。このようなことを日常で感じることができている私は私は本当に幸せ者です。
普段私はたくさんのことでいろんな人に支えられていて、幸せな日々を送ることができています。そのことを忘れ
ることなく胸に刻み、世界の人々がいるからこそ今の私がいる事を理解して、これからも頑張ってください！
・私は他人より秀でたものは何も持ってない。だから、せめて努力をしていて欲しい。それくらいしかできない
から、人一倍努力して、なんとしても諦めずにしがみついて頑張って下さい。
・社会がどうなっているかわからないけど、変わらず勉強や友好関係頑張って！！
・色々大変だったと思いますが、これかららも頑張ってください！
・新型コロナウイルスの影響はおさまりましたか？いろいろと我慢しなければならないことがあったと思います
が、頑張ってください。
・辛くても自分を見失わないで頑張っていて欲しい
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30.一年後の自分へのメッセージ
・須磨学園に入学して一年がたつけれど、高校生活楽しめていますか？勉強も今よりもっと難しくなって大変だ
と思うけれど、これからも頑張ってください！
・大変なことも多いと思いますが色んなことに挑戦し、一生懸命頑張ってください！
・中学は 2 年生が勝負の時だったなと感じたから、今度は頑張れ！
・友達や先生に会えることに感謝して、勉強も部活も頑張ってください。
【激励】
・ファイト！！≪他 2 件≫

・Do your best.

・impossible is nothing

・o(｀・д・´)o ファイト！"

・あきらめるな！前をむけ

・きっと成長してるはず！

・お前何でまた A コースにおんねん！

・このままだれずに

・とりあえず生きとけ

・このような状況に負けないで！

・ちゃんと頑張ってください

・どうか自立していて下さい。

・いつでもポジティブに考えよう

・メリハリ！

・メリハリつけろ

・とりあえず進めばいいと思います。

・まだ諦めるな！！！

・何があっても心は変えるな。

・なりたい自分になれてますか？

・何事についても考え続けろ

・何事にも目標を持とう！

・なりたい自分に頑張ってちかずいて

・何事も楽しんだもの勝ちです。 ・何事も油断大敵です。

・気合いだ！気合いだ！気合いだ！

・甘えんじゃねえ！

・みんなに遅れをとらぬようにしよう

・気を緩めないで、目標に一直線!! ・元気か？今を楽しめよ！

・マイナスになることなんてない。

・体も心も強い自分になりたい❗️

・学べ！

・気を抜くな≪他 2 件≫

・元気に安全に

・幸せになれよ、相棒

・大学生になって夢を探してください。

・弘法は筆を選ばず

・高校生活を楽しもう。

・油断大敵≪他２件≫

・大変だと思うけどがんばれ

・人に流されるな！

・知的好奇心を持ち続けろ

・克己

・今、死ぬ気で頑張れ。

・体には気をつけて

・体調管理をしっかり！

・怠けちゃあきまへんで

・大丈夫

・昼寝をするな

・諦めずにがんばれ

・努力をして

・目標に向かってがんばれ！

・油断せず継続して努力せよ

・油断をするんじゃない❗️

・負けるな！

・勉強も趣味も頑張れ！

・今やるしかない

・今やれることをしよう！

・今やれることを着実に

・挫けるな！

・時は金なり

・やるしかない！

・強く生きろよ……

・いつまでも緊張感をもって行動してください。

・PMTM を毎日書いて未提出課題をなくそう

・なんとかなる、今を瞬間を大切にしよう。

・やりたいことに取り組めていますか？

・オンオフの切り替えをしっかりして、頑張って！

・よりインドアになって運動量が減らないように。

・1 年後には、しっかり学校で勉強も部活も充実した、楽しい高校生活を送っていてほしいです。
・１年後の自分は、何していますか？・自分がしたいことをめざしてがんばっていることを願っています。今の
自分を驚かせるような自分になる！
・1 年後の自分へ、この内容を思い出しているということは新型コロナウイルスの二次感染が広まったというこ
とでしょう。僕からは一言「強く生きて！」じゃあ

一年前の自分より

・あなたの努力に期待します。今の私は少しだれていてあなたに顔向け出来ませんが、歯車が回れ始めればあな
たは惜しげもなく努力できるはずです。最後まで息切れせずに走り切ってね。
・あの時は大変だったけど、こんな状況を乗り越えられたのだから､どんなことがあっても大丈夫！！
・いまはみんなで踊ることは出来ないけど、1 年後今年中止になった発表会(卒業後)に立ててますか？もし普段
の生活に戻ってても当たり前だと思っていたけど当たり前じゃなかった一つ一つを思い返してできることを大
事に欲しいなと思います。
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30.一年後の自分へのメッセージ
・いま何に夢中になっていますか？１年前の自分のやっていた事が生かされていますか？社会人 1 年目で苦労す
ると思うけど、食らいついてがんばれ！
・オンライン授業で苦しい時もあると思うけれど最後まで粘り強く頑張って！（ライバル心を燃やしすぎず、い
つも笑顔で楽しめば何事も上手くいく！）
・この学校は本当に歩みを止めません。自分と、先生方を信じて、今私はどこに向かおうとしているのかは分か
りませんが、諦めず、腐らずに進んでいてください！今よりも強い私になっていることを信じています。
・この期間の社会の大変さを忘れずに
・この機会だからこそできることをする！マイナス思考ばかりしない！
・この時期に変われなかったことを後悔しろ
・これから先どんな状況になるか分からないけれど自分の目標に向かって努力し続けてください！
・これを乗り越えていたら今よりももっと自分の夢に近くなっていると思います。
・コロナウイルスが猛威を振るう中で行動は制限されるけれど自分が将来なりたい姿を日々模索して充実した
日々を送ってください。
・コロナウイルスのせいで卒業式が短縮になったこと入学式がウェブになったことはもう笑い話のようになって
いますか？これから大変なことがあったとしてもコロナのことがあったからきっと大丈夫！これからも学校生
活を楽しんで！
・コロナが 1 年後に収まるかまだわからないけど、収まることを願って頑張る、当たり前のことに思っても当た
り前だと思わない、
・コロナと共存する社会への変化に戸惑うとは思いますが、華の高校生活を楽しんでください！
・コロナを言い訳にするなよ！
・こんな酷い状況を乗り越えたから絶対にどんなことでも乗り越えれる！
・こんな状況でも 1 年後、笑っていられるように、しっかりとやり遂げてね！
・サボっているなら今から自分を変えろ！部活頑張って活躍しろよ
・ストレスをためずに少しずつ発散して過ごしましょう。
・ちゃんと PMTM 活用して、朝寝坊してませんように！！友達いっぱいつくって学校生活楽しんでますように！
家の手伝いもちゃんとやってね。
・どんなことがあってもくじけないことだけが自慢できるところなんだから！(笑)"
・どんな形だとしても、須磨学園に慣れてきた頃だと思う。だからこそ、自分の生活を管理できる人を目指して
ほしい。
・とにかく勉強を全力で頑張り、後悔のないよう、先を見据えて行動してください。
・どんな状況であっても自己管理をしっかりする！！
・どんな状況であれ、目標に向かって頑張ってください
・どんな状況でもいつも通り！
・どんな状況でも決めたことはやり通す！
・どんな状況でも臨機応変に対応してメリハリのある生活を心がけよう！！！
・まわりの環境に負けず、自分らしく有意義な生活を送ってね！
・みんなが同じ環境のなかで、どれだけ頑張ったかが一年後には明らかになっているはずなので、いま出来るこ
とを懸命にがんばります。
・もっと早く頑張れば良かった、といつも後悔していますが、その計画性のなさが改善されていてほしいです。
卒業の時、自分の最大限を出せたと思えれば十分です。
・わからないことばかりで、戸惑ったり、パニックになったりするかもしれないけれど、頑張ってこの脅威を乗
り越えよう！！
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30.一年後の自分へのメッセージ
・一生懸命に頑張っていますか？勇気を持って自分から行動してください。
・一年後の私 私は、この時期を振り返って今どう思いますか？？一種のいい思い出になってますか？東京オリ
ンピックは開催されますか？ずっとひきこもり状態で、学校が久しぶりで少し不安だけど、わたしなりに楽しむ
つもり。だから、あなたもね。
・一年後もウェブ授業を行っているのなら、今よりももっと時間をうまく使って勉強できるようになっていたら
いいなと思います。規則正しく、健康に過ごせていたらいいです。
・一年後も元気で笑っているでしょう！
・一年前の苦しさがあったからこそ今の自分がある。
・何かの脅威に負けず、自分の夢に向かってやるべきことをやるようにしてください。
・家でも自己管理とメリハリを徹底できていますか？
・家にいることが好きでも運動はしてください。金曜日久しぶりに運動しました。全身の筋肉痛に苦しんでいま
す。同じ学年の中で 2 番目に走るのが遅くてショックでした。一人でもいいので抜かしましょう。雰囲気が変わ
った友達に対して壁を作りすぎないようにしましょう。壁を壊すには随分時間がかかります。今も性格が会って
いないうちにガラッと変わった小学校の友達に壁を作りつつあります。あんな仲が良かったのに！まぁ、その子
も人ですから変わるのはしょうがないんですよ！多分私も多少は変わっているはずなんです。ほんとに壁を作り
すぎないように。
・家時間を充実させたものにすること！人生は一回きりや！
・解除されても油断しないこと！家で出来ることを考えて計画的に過ごそう！
・怪我と病気だけは気をつけてください
・悔いがないように頑張れた良い１年に出来ましたか？
・楽しめよ高校生活 コロナで少し奪われてんだからよ
・環境に身をゆだねるのではなく、どんな状況になっても揺るがない強い意志をもってください。
・胸を張って 1 年間頑張ったと言えるよう努力しよ！
・愚人は過去を、賢人は今を、狂人は未来を語る

ナポレオンボナパルト

狂人になるんだ！

・計画通りに勉強や部活を行い後悔しない生活をつくる！
・健康、命が一番大事。その時その環境でやれることを考えろ。
・研修旅行に行けなかったとしても、学校生活でたくさんのことを学び今後の研修旅行への学力や知識、人間性
を蓄えていてください｡
・後輩は部活に入ってきましたか？東京研修行けましたか？先輩をちゃんと見送れましたか？頑張れる時間は限
られてるから頑張れるときに頑張れ！
・今、私は何日か家から出ていない状態ですが、特に 辛くはないです。多分アットホームな人間なんだと思い
ます。温かい我が家に帰りたいですね。今家で すけど。一年後には完全に終息していれば良いと思 います。じ
ゃないと結構困りますね。たくさんの条件にクリアして今があるんだと今一度考えてくださ い。自分に向けて
敬語を使うというのは少ししんど いですね。敬語は好きなんですけどね。きっちり一年後に自分が見ているの
かはわかりませんが、見て いるのであれば中学三年生ですね。いろいろあると 思いますが、頑張ってください。
人に「頑張れ」というのは頑張っている人に失礼だと聞いたことがありますが、自分なら大丈夫ですよね。言い
換えると 「応援しています」だと思いますが流石に他人行儀かと思いまして。自分ですしね。
・今あなたはどうなっているでしょうか。世界情勢はどうなっているのでしょうか。どちらにせよしっかりと学
力は伸びているのでしょうか。友達と仲良くなれているのでしょうか。そんなことを最近ずっと思っています。
もしも通学ができていたならば、大切にその時を過ごしてください
・今がんばれ。
・今だからできることを精一杯する。
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・今できることをしっかりやろう！
・今できることを精一杯頑張れ！目標に一歩ずつ近づいていけ！
・今できる最善を尽くせ！！！
・今どんな感じですか。こちらは学校にいけなくて暇です。課題ちゃんとやりなさい。
・今のしんどい時期でもなんとか頑張れているから、その自分を思い出して一年後も頑張れる自分を維持しろ！
自分！
・今の自分は一年後 、完璧になった自分を想定しています。
・今の自分より成長しろ！
・今の状況下で自律できた人とできなかった人で差が開くのは確実。1 年後の私、後悔ばかりではないですか？
・今まで当たり前だった日常が突然消えてしまう事を経験したあなたは、その"当たり前"を大切に、日々努力し、
頑張ってください。
・今やりたいことを優先してしてください！後で後悔します。
・今を後悔しないように自己管理をしっかりして過ごすこと！体調管理も忘れずに。
・今楽しく生きていたら、それで十分です。
・今頑張るからあなたも頑張ってね！
・今頑張んないと後悔するよー
・困難を乗り越えた先に何かを見つけれていたらいいですね。
・時間を効率的に使ってください。
・自己管理しっかりできてるか？９時学をしっかり利用しろよ
・自己管理を徹底し、なにが必要かを常に考えて
・自己管理徹底
・自己管理能力をもっとつけろ！
・自己管理能力を高められるチャンスだから頑張ろう！
・自己管理能力を高める！
・自制！
・自宅でも楽しんで生活出来るように工夫して生活しましょう!!
・自分に負けるな
・自分に負けるな💪✨"
・自分のいる状況のなかで、置かれた場所で、頑張ることはきっと大切な考えや力を導いてくれるよ！
・自分のためになるものを見つけ、積極的に行動して下さい
・自分の周りを大切に。丁寧に生きてね。
・自分の目標にちゃんと近づくことが出来ていますか？？１日１日を全力で過ごして、悔いのない高校生活にし
ましょう。
・自分の目標に向かって頑張れ！
・自分の目標に粘りずよく頑張る
・自分の目標を忘れないで！
・自分を制して頑張っていますか。やりたいことも夢も、全部かなえて、絶対にあきらめないで！
・自分を律して頑張れ
・社会が日々変化するなかで、自粛など社会に合わせることは大事。変化に臨機応変に対応して、自己管理を頑
張って勉強などに励んで欲しい。
・周りの環境に左右されずに自分の夢へと 1 歩 1 歩前に進んでください。
・周りの状況、情報に惑わされず、今やるべきことをやってください！
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・集中して、頑張りましょう！"
・小さな事をコツコツ積み重ねて、自分に自信を持てるようになっていたら嬉しいです。
・笑っていますか！頑張ります！
・笑顔で！
・色々大変だったと思うけど、頑張ってきましたか？PM・TM は慣れましたか？一年前の自分より素敵な人に
なっていることを楽しみにしています。
・新型コロナウイルスによってよくなったことを考えよう。
・辛いことがあれば、コロナ期間でのことを思い出して、バネにして下さい
・世界の動向がどうなっているかは分からないけれど、周りの環境のせいにせずに、自分の出来ることを精一杯
してほしいです。
・生きてるか？
・先が見えず、不安な状況ですが、今の自分たちにできることに全力で取り組みましょう！私も今、自分にでき
ることをがんばります。
・先が読めなくて不安でも何かしら挑戦し続けてください！！
・前が見えなくても、やるべきことを全力でやれ。
・大変なこともあると思いますが、みんなが一つのことを実現させようと一つになっていた気持ちを忘れないで
ください
・第二波来てなかったら環境に感謝し活用しとことん練習しましょう。もし第二波きてしまっていて、今の状況
に近ければ、また今回のように怪我してなければ自分を最高高める有意義な期間にしよう。そして、共通して 1
年 1 年に全力の濃い日々を過ごそう
・誰も見てないからってダラダラするなよー！
・短い人生の中で何回自分の意思で選択することができるだろうか、この世界になんて言われようか、これはあ
なたの人生、あなたが経験した全てはそれの意味がある。
・諦めず、勉強や友達関係とか頑張れ。( ・∀・)b 努力したら何とかなることは以外と多いと思う。自慢できる
ような大学に入ったら、(別にその時まで待たなくてもいいが、)昔の先生や塾の先生に報告とか行ったらいいと
思う。お世話になったからね。あと、中学校の時とかの友達の関係は崩さないように。仲良くしてたのにもう話
さないなんて悲しいからな。(＾＾；
・当たり前のことが当たり前じゃないことを忘れないように！
・日々の生活に感謝して過ごしてください！
・燃え尽き症候群引きずっているとまた高校 1 年の繰り返しになるから、引きずるな！
・必死に勉強して、必死に部活をして、友達を大切に、元気に過ごして！悔いのない 1 年が過ごせていますよう
に。
・勉強、部活、行事などすべての事を一生懸命頑張ってください。
・未来の私こんにちは！一年後どうなっているのか全くわかりませんが、まぁとにかく頑張れよ！音楽療法士に
なって、泣いてる人を笑顔にするまで諦めたらあかんで！！音楽療法士にならんくっても、誰がの笑顔のために
人生捧げられる人になってればいいです！コロナに負けないで、上記のことを守ってね！約束です！！！
・未来や過去をみるのではなく今だけを見つめていこう！"
・様々な想定外の出来事への対応スキルを付けてください。
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【受験】
・受験がんばれ≪他 16 件≫

・合格おめでとう≪他６件≫

・そろそろ受験やな。

・受かってるよね？

・大学生だよな？≪他 1 件≫

・大学生なれよ！

・絶対大学生になる！

・大学生楽しんでね！

・大学生活頑張って

・大学へ行けてますように。

・入試に勝つために今すぐ勉強して！！！

・合格出来てますように！！

・たぶん来年も受験生だろうけど頑張れ。

・ついに勝負の１年！頑張ってますかー

・どうにか現役で志望校に受かってください。

・とにかく受験勉強頑張ってください！

・一年後受験は無事合格していますか？

・受験生、ほんまに勉強しろよ

・笑顔で大学に通っていてほしいです

・大学受験に向けて頑張ります！

・大学受験を見据えて勉強しておくこと！

・大学受験を突破して大学生活を楽しもう

・来年の春、桜が咲きますように

・第一志望の大学にいますように！

・福岡で大学生やってるよな？な！？

・勉強どうですか。行く大学ありますか？

・勉強頑張ってる？あと志望校決まった？

・無事に進学できてることを祈ります。
・1 年後にはどういう道に進むためにどういう大学に行き、どういう勉強をする必要があるかわかるようになっ
てほしいです！
・きっと現役合格してくれてると信じてるよ、(浪人してなかったら)受験勉強お疲れ様！
・コロナウイルスが収まっているかはわからないけれど"学びを止めない"で前を向いて頑張ってください。
・こんなたいへんな事態があったけど受験生だから志望校合格へ全力で取り組んでほしい
・こんな状況の中でも努力をして受験成功してますように
・しっかりと頑張り抜いて志望校合格目指して頑張ってください
・どんな状況であろうと自立心をもって大学受験現役合格に向けて悔いが残らないように頑張れ。
・モチベーションの継続が難しいと思いますが受験勉強サボらないでください
・異例の事態が起きても、しっかりと対応できる自分になっていてください入試は待ってくれない！努力を惜し
むな！体調には十分に気を付けて！
・悔いのない結果が出ていることを祈ります。
・好きなことをして、理想通りの大学生活を送っていますか？
・高校では中学校での反省を活かして早めに受験勉強をしていますか
・合格おめでとう！！よくがんばったなぁでも流石にエンジョイしすぎや！羨ましいぞーーーまぁ楽しみにしと
くわ笑
・今先が見えない状態でも、私はこの学校の生徒であるからこそ、ここまでのオンライン授業であったり、自習
室の解放だったりを思う存分利用できています。今はどうなっているのか分かりませんが、あの時の先生方への
感謝を忘れずに。あそこまでしていただいたことに対する恩返しを、自分の夢を叶えることで少しでもしましょ
う。来年は受験です。今まで勉強してきたことを大切にして、頑張って下さい。
・最後の一年を楽しみ受験が上手くいきますように
・志望校に合格するために勉強を続けてほしい。
・私は大学生になれていますか？コロナが流行ろうが、受験生であることには変わりない。今の積み重ねが、学
びが、努力が、活きると信じて頑張ります。
・受験が近づいてくるため、家でも勉強できる習慣をつけないといけない。
・受験で勝てたか！？今そのために努力してるんだ！
・受験を控えて大変だとは思うけど、その大変さも楽しみつつ頑張れ！！
・受験受かってお世話になった先生にいい報告をしてますように。
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・受験生だけど、環境に対応してがんばれ
・少しずつ慣れてきている頃だと思います。これからも勉強を頑張って、第一志望校に受かれるように頑張れ！
私！
・新しい友達と楽しい大学生活を送れていますように！！
・生きていればいいなと思います。受験はどうなりましたか？
・病なく、元気に受験勉強しよう！がんばろう！！
・無事に希望大学に入学して、理想の大学生活ができていたら嬉しいです。
・来年には完全に収束していることを願っています。受験の結果がどうであれ、その環境で頑張って下さい。
・来年はもう受験になりますが、環境などが変わっているかもしれませんが、柔軟に対応してほしいです。
・立派な大学生になれていてほしいです。

【学習】
・勉強頑張れ！！≪他 16 件≫

・勉強しろ≪他 48 件≫

・勉強サボるな

・勉強頑張ってますか？？

・しっかり勉強してますか？

・しっかり勉強に取り組む

・しっかり勉強してください！！

・環境に負けずに勉強頑張れ！

・頑張って勉強してください

・後悔しないように今頑張ります。

・とにかく頑張れ！！

・まじめに勉強と部活

・英語を頑張ってくれ

・効率のいい学習を！

・自習を頑張りましょう。

・差をつけるのは今しかない！！

・自宅学習は楽！

・勉強おいついてますか

・勉強のやる気を出して下さい。

・勉強はコスパ最高の遊びだ

・勉強はしとけよ！

・勉強も部活も後悔するな！

・勉強やってますか？

・勉強時間を減らさない

・勉強をもっと真面目にしよう。

・命を最優先に勉強に向き合え

・諦めずに頑張りつづけてね

・成績どうですか？

・成績上がってて欲しい

・諦めずに勉強しろ

・勉強怠けないでやってますか？

・自己管理の徹底、計画的に勉強しよう

・自信を持てるくらい勉強できてますか

・今年も鉄人バッジをとれるように頑張る！

・まじちょっとでいいんで勉強してて

・継続的に計画的にがんばってるか！！

・しっかり勉強してしっかり休めよ

・勉強がんばってね。たくさん外で遊んでね。

・勉強と部活の両立、頑張ってください

・勉強は順調ですか？やせましたか？以上です。

・コロナを言い訳に勉強サボんなよ

・勉強を一生懸命頑張って、8 組に上がってください。

・１年後の自分へ 現在はコロナウイルスの影響で、自宅で授業を受けている。でも、毎日勉強はかかさずおこ
なっているつもりである。１年後の自分は、今よりさらに勉強量を増やして、成績優秀な人になっててほしいと
思う。
・1 年後もオンライン授業が続くかもしれないけど勉強は頑張ってください。
・B コースに上がって、自分の目標に近づこう！
・あぁ、あの時頑張っておけば良かったとならないようにしてください。
・この家で過ごす時間を有効活用してまわりの子たちより成長できるチャンス
・この期間にしたように、ある程度の家庭学習となどを継続してできていたら良いと思います。
・この機会を生かして、自分の本当にしたいことを見つけて、その達成のために、勉強もがんばってください。
・この時期に基礎をしっかりするんで待っててください
・コロナウイルスが流行ったからと言って学習が不十分だったなんてことならないように一生懸命頑張るから 1
年後もっと成長できていると信じています！
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・コロナがなくなって、海外研修とかを実際に肌で感じて、と勉強を両立できていますように
・コロナだけではなくいろいろ気に悩む大変な時期であると思いますが、第一の受験に向けて頑張ってくださ
い！応援しています！一年前の私より。
・コロナに負けるな！家でもちゃんと勉強しろ！
・コロナの時期に毎日友達と勉強会をして、慣れない環境の中でも頑張れたから、受験勉強も臨機応変に悔いの
ないように頑張れ！
・サボらずに毎日勉強をこつこつ続けてほしい。
・せめて平均点をとって B クラスに行ってください。
・だらだらせず、コツコツと勉強しよう！！
・ちゃんと家でも勉強してください
・ちゃんと勉強してる？自分のやりたいことできてる？後悔しないように生きなよ、言い訳は許されない結果だ
けで決まる世界がすぐに来るんだからさ、
・ちゃんと勉強しろよ… あと、貯金もしろよ…
・ちゃんと勉強頑張ってるん？成績伸びたん？
・まだ自粛なら最初のネット授業のワクワクを思い出して頑張れ～！
・一年後、どのような状況になっているのかはわからないけれど、行事などは今まで通りにやるころができてい
たなら嬉しい！！勉強、しっかり頑張れー！
・一年後でも勉強頑張ってください。
・一年後の自分へ コロナウイルスはまだ流行っていますか？コロナの第 2 波は来ましたか？でもそれでも勉強、
頑張ってね。コロナウイルスの影響で中止になった行事などたくさんあると思うけど、それなりに学校生活楽し
んでね！
・一年後の自分へ勉強頑張ってますか？一年前の自分は国語と英語が凄く苦手でしたが、今の自分はもう完璧に
なっていることでしょう。その調子で頑張れ！
・家で勉強することが続いてもサボらないようにがんばれ。
・家庭での学習時間は有効に使うこと。"
・学校で授業を受けられることに感謝して、勉強を頑張ってください！
・学力をどんどん伸ばして周りと差をつけていてほしいです。
・楽しみにしていたことができなくなっても、切り替えて勉強など頑張ってください！
・後悔しないよう勉強がんばります。今を楽しんで！
・今はあまり自分で勉強になれてないから死ぬ気で 6.7 時間勉強してるけどその頃にはなれてたらいいな。頑張
りたまえ
・今はしっかりと時間を有効に勉強できていますか？
・今は辛くないですか？もし辛くても 1 年前の状況を思い出してください。きっとましだと思います。なので頑
張って勉強してください
・今やらないと後悔するから今こそ根を張るとき。
・今よりもっと賢くなって、周りの人と差をつける！今しかできないことがある。
・今後、受験を含めて社会情勢がどのように変化するか分からないから、手を休めることなく勉強してください。
・自分との対話を大切に！周りがしてるから自分も勉強しよう、と思うのも大切なことだけど、どうして勉強し
たいのか、どんな目標を達成したいのか、そのためには何をしたらいいのか、毎日 1 ミリづつでも背徴できるよ
うに頑張ろう！！
・受験まで残り 2 年。この時期に周りを追い抜けるような学力をとる！！
・周りとの差をつける！
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・宿題ためないようにしてください
・新型コロナウイルスや、インフルエンザにかからないようにする。勉強を頑張る
・数学 IIb まですべて終わらしたか?!後悔してないですか？！海外研修無事行けましたか？！
・数学の苦手は克服できましたか？？？
・体調管理はいつの時期でもしっかり！家でも集中して勉強できるようになりたい！
・体調管理をして、勉強を頑張れ
・大変かもしれないけど、自己管理をしっかりして、計画的に勉強してね！！
・知識はちゃんと身につけていますか？
・通学できるようになっても自宅学習の習慣を身につけ、規則正しい生活を送ってください。
・当たり前の生活に戻って部活、勉強何事も全力で頑張る！
・難関国公立大学に相当する学力はついていますか？より良い環境の中で楽しく、真剣に取り組めていますか？
後悔のないよう今できることをしっかりしてください。
・文武両立ができるように頑張ってください"
・遊びと勉強の両立をちゃんとできていますか？
・流石にそろそろ勉強のエンジン入れてますか？
【部活動】
・インターハイなどの試合の準備はできてますか？JAPANOPEN、日本選手権は切った？これからも自分に負け
ずやるべきことをしっかりやって頑張れ！
・インハイ決勝残れよ！
・もし学校に行けてるのなら友達に会えて、気軽に先生に質問できて、部活も出来るそのしあわせを忘れないで
ね～！
・今のうちに勉強に力をいれてでもテニスには手を抜かずにストイックに
・今よりもっと自分の音楽を確立してもっとプロに近づいていこう。
・大会などでしっかり成績を残していますか。一年後後悔しないようにたくさん努力します。今、コロナの影響
でしたいことがぜんぜんできていないので一年後の自分にはしたいことをいっぱいしていてほしいです。特に、
中学の時の友達と一年後も仲良くしていてほしいとおもいます。いっぱい遊んでいてほしいです。
・部活は再開していますか？今は部活がなくて運動不足です。そして先輩がもう部活をすることがなく引退にな
るかもと思うと悲しいです。そして、完全な登校再開はしていますか？今は、登校することは決まっているけど、
いつから完全な登校再開になるかはわからずもやもやしています。がんばってください！
・部活楽しんでる？
・無事に友達もできて部活を楽しんでいることを願います☺

【コロナ】
・コロナに負けるな≪他 2 件≫

・健康第一≪他 4 件≫

・死んでないよね？

・Be carefully

・コロナどうなってる？

・コロナと共存しましょう

・コロナなんてへっちゃら！

・コロナにまけるなー！

・コロナに振り回されるな！

・コロナに負けずつよくなれ！！

・おい、生きてんのか？

・かからないように。

・かからないように頑張れ

・かかりませんように

・どうかご無事で

・どうなっていますか！

・ソーシャルディスタンス

・とりあえず生きとけ
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・コロナにかからなかったらご褒美！

・コロナを吹き飛ばしてください ・はよ寝ろ

・コロナにかかっていませんか？

・マスクが嫌いな自分！

・マスクしないで欲しい

・まさかコロナにかかってないよな？

・マスク、手洗いうがいの徹底

・感染に気をつけて！

・外に出れることを感謝しよう！

・健康だったら良いです！

・健康でいて。

・感染対策を徹底して乗りきってください ・健康に気を付けて！

・元気に過ごしてください。

・頑張ってね！コロナにかかるなよ！

・健康に暮らすことが一番だよ

・元気？

・元気に生きていますように

・1 年後はは大丈夫ですか？

・乗り切るんやで

・手洗いうがいして気おつけろ！

・手洗いうがいをしっかり!!

・今の調子で健康維持！

・生きとけ

・生きろ

・対策を忘れない

・コロナにかかって死にたくなきゃマスクしろ！

・コロナウイルスにかかっていないことを願います。

・コロナウイルスに負けないでください。

・1 年後にはコロナがおさまってますか？

・コロナは続いているかもしれないけど頑張れ！

・コロナを乗り切って強くなってください

・まだまだ気を抜かずにしっかり対策を！！

・新しい生活様式でも健康に過ごせていますか。

・体調管理に気を付けてください。

・体調管理を大切に！

・体調崩さないように

・体調に気を付けて頑張って下さい！

・電車では常にマスク着用してください。

・怖いです

・第二波、第三波 きてるでしょ
・いくら安全な状況でも手洗いうがい、消毒は毎回かかさずにするよう心がけてください。
・いまは(1 年後)コロナはないかもしれないが、それは今(1 年前)頑張っているからだぞ❗️
・コロナウイルスは一年経ってもまだ存在しているかもしれないけれど普段通りしていれば大丈夫だと思う。
・コロナウイルス対策を通して培った自分の体を病気から守るという意識を常に持っていてください。
・コロナがひいているか心配です。学校にいってうつらないか心配です！
・だいぶ新型コロナウイルスはましになっていると思うけど、気を抜かずに予防してください！
・ちゃんと生きてますか？？？？生きててくださいよ？？？？
・ちゃんと体動かしてるか。体調には気をつけて。
・どこへ行くにしても細心の注意をはらいながら行動すること、気を抜かないようにすること。
・まずは自分がかからない、迷惑をかけない、そして人に移さないことを徹底するようにする。
・まだコロナウイルスは流行っていますか？今はだいぶ落ち着いてきましたが、冬になると第二波がおとずれそ
うです。５月の終わりごろからやっと初めての須磨学園生としての登校ができるようになります。登校して、み
んなと会話することができるのがとてもうれしいです。一年後がどうなっているのかは今の時点ではわかりませ
んが、頑張っていきましょう！一年後も健康でいてください。
・もしかしたらまだ新型コロナウイルスが流行しているかもしれないけど、ウイルスに負けず強く生きてください。
・一年後もコロナウィルスにかからないように体調管理をしっかりしてください。
・緊急事態宣言が解除されたからって油断してたらダメです。自分の行動でまた緊急事態宣言が出されることに
つながるかもしれないから。収束は、しても完全になくなることはない。今ほど気を付けなくても身近にウイル
スがあることは覚えといて。
・緊急事態宣言が解除されたのでおそらくもう少しでコロナはおさまると思います。体調はどうですか。
・今（2020 年）は新型コロナウイルスと呼ばれていますが、2021 年はコービットみたいなやつで呼ばれている
のでしょうか？もし未だに新型コロナウイルスという呼び名であるのならば、まあまあヤバイぞ。1 年後にその
呼び名であれば、残念ですが、もう永遠に新型コロナウイルスと呼ばれるのかもしれません。それはどうでもい
いとして、勉強しましょう。
・今と同じように元気な姿でいますように。いますように。
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・新型コロナウイルスがあまり流行していなくても、油断をせず 手洗い・うがい をしてください。油断をしな
いといっても学校生活を楽しんでください！
・体調管理に気をつけて、健康で元気に生活してください！
・体調管理忘れずにね！春はテイッシュ多めにもっておいてや！
・体調面では元気でいてください。周りを思いやりながら過ごしてください。
・第二波がくるかもしれないことに留意してがんばれ
・通学はしっかりマスク消毒をして気をつけてコロナにかからないように！
・来年には完全に終息していることを願っています。

【その他】
・ごろごろしてますか？

・コンサートいけたー？？

・こんな時期もある

・平穏な生活に戻っていますか？

・なるようになるさ

・友達に会えなくてもめげずに

・遊んでるかー？

・バスケうまくなったか？

・ヒーローズまだやってる？

・平常運転出来たか

・毎日学校に通えてますか。

・どうも

・自分を抑えることができた？

・肉減っててください

・大学たのしんでね

・大学生活楽しんでね！

・親に感謝してね

・身長伸びてるか～？笑

・睡眠をしっかりとりましょう笑

・現在を楽しんでください

・後悔していませんか

・後輩と話せていますか。

・工夫して生活してください

・楽しい？

・楽しいですかー？

・楽しも

・頑張っていますか

・元気ですか

・ふぁいてぃん

・ペースをつかめてますか？

・まぁがんばるわ

・映画やってますか

・よくやったー

・よく頑張った

・よく頑張ったな！

・ええやん

・おつかれさまでした

・お疲れさま

・お疲れ様です

・きちんと自己管理出来てますか？

・私は歴史に生きている。

・「じりつ」していますか。

・オリンピックが見れるのが楽しみ

・６年間楽しかったですか？

・アジア研修行けますか？

・web 授業の成果は出ていますか？

・感謝の心を持てていますかー？

・アジア研修旅行に行けていたらいいです！

・キャンパスライフは楽しいですか？

・キャンパスライフを満喫してください

・規則正しい生活がおくれていますか？

・入学した時の夢は忘れていませんか？

・来年の今頃笑っていられるように頑張るね！

・友達ができているといいなと思います。

・クラスメイトと楽しい生活を送ることを祈ります。

・1 年後の日本はどうなってますか？1 年前の自分は学校登校が決まった時がとても嬉しかったよ。
・１年後は普通に登校出来てると良いな⋯
・2021 年の自分へ もう中学二年生ですね。パソコンのタイピングスピードは速くなりましたか？そういえば
2021 年はオリンピックがあるんですよね？無事に開催できていますか？中二ということで、待ちに待った海外
研修旅行ですね！英語が上達していますか？2021 年にはコロナなんてもう世界のどこにも感染者はいないとい
うようになっていたらうれしいです。

2020 年の自分より

・オリンピックの期待で世界中盛り上がっていますか？きっと今よりも満足な生活ができているでしょう。スト
レスをためすぎず、理想の生活を送れていなくても自分を責めず、受け入れていけるようになっていたらいいな
ーと思います。
・オンライン授業で気づけた今ある環境のありがたみをかみしめて生活を送りましょう！
・きっと大学生活をエンジョイしてるはずです。生活力を身に着けて、楽しく過ごしてください。
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・クラブは楽しんでいますか？友達はたくさんいますか？コロナの状況はどうなっていますか？
・このような社会情勢のなかでも、須磨学園の先生方が本当に充実した日々をつくってくださっています。通常
の生活に戻っていたとしても、この期間で学んだこと、先生方への感謝は絶対に忘れないようにしよう。
・この休み期間中に友達のと存在大切さを特に感じたことと思います。これからもそのことを忘れずに生活して
ください！
・この休校の間に理解できていないことなどはちゃんと理解していますか？
・この緊急事態の中で自分がどれほど良い環境にいるかがわかりました。一年後の自分はそれを忘れてはいませ
んか
・この経験がなにかに繋がれば嬉しいです‼️
・コロナウィルスで周りの友達は学校の授業が受けられない状況だけど、私は学校の先生方のおかげで、授業が
すすめられていて、不安なく、勉強できてます！
・コロナウイルス大変だけど、がんばって！友達と仲良くしてね(o^―^o)
・コロナが終息して今まで通りに戻ってますか？
・コロナが無くなって、元気に登校できてますか？
・コロナで開いた差を埋めて、楽しいスクールライフができてたらいいね
・こんな状況のなかで一生懸命やってきたことは絶対活きてくる
・しっかりと自己管理のできる人になっていますか？
・ちょっとでもいい目標が見つかりましたか？
・つーかシン エヴァンゲリオンの続き楽しみにすぎ。ちなみに今は LINE LIVE で序と破と Q のイッキ見放送
やってる笑。
・マスクするのと友達への気遣い忘れないでね
・まだ中国を恨んでいますか？世界的に中国と who はどうなっていますか？
・もし、コロナが収まっているのであれば、友達と遊びに行けなかった分、思いっ切り青春を謳歌していること
を願ってますよ！
・一年後、何をしているのかは分からないけれど、楽しく過ごしてね！応援してるよー！！
・一年後、後悔なく今までやってきたことを良かったと思えるように今は頑張りたい。
・一年後には新しい友達もできて、学校生活を楽しんでいる事を期待しています！
・過度な色々なプレイを控えてね
・解放されて楽しんでますか？まだ勉強してますか？今はずっと家で勉強なので大変です。
・海外研修のためもあって受験したけれどもしアメリカ研修に行けていなかったらその分のお金で短期留学したい！
・学校に慣れて友達ができて生活に楽しんでいますか。
・学校生活楽しんでますか？友達は、沢山出来ましたか？
・元気ですか。3 年生のクラスはどうでしたか。充実した一年間を過ごしてください。
・元気にしていますか？コロナが流行る前みたいに友達と遊べてたくさん笑ってくれていると嬉しいです。
・今、我慢しとけば良かったな思わんために我慢しとくわ
・今、学校に行けない中で普段なら忙しくてできないことがたくさんできています。絵を描いたり、世界史だけ
を集中して突き詰めたり。そのことが一年後にいい養分になってますように。
・今、自分を変えようといろいろ頑張っているけど、効果出てる？あと、好きなことを極めることはできた？
・今のこの状況を乗り越えて、友達と楽しい学校生活をおくれていますか？
・今の時期が後悔なく、笑って話せる経験となる一年になっていれば幸いです。
・今は、オンライン授業で目とかは疲れていてがんばってるけど、今 1 年後の自分がうらやましいな。授業は学
校で受けて、休み時間には、友達と窓の外を見ながら話すことを。
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・今は、辛いことが多いかもしれないけど、頑張ってね 成長していることを、願っています。
・今はオンライン授業で慣れないことも多くて少し困っていることもあるけれど 1 年後のあなたは何か困ってい
ることはないですか。自己管理は出来るようになっていますか。
・今は外出を控えて家にいる時が多いけど、そんな時にしたかったことをして平和な日常がどれほど大事かをわ
かって欲しい。
・今は大変な時期だけど、一年後はきっと楽しく過ごせてると思うので、頑張って乗り切ろうと思います！！
・今は僕たちは我慢して来年などを楽しみたいです。
・今よりもっと須磨学園での生活に慣れて充実した日々を送っていますか？
・今前が見えない状況下で大変ではありますが、先生方、両親、友達のサポートで何とか受験勉強やりきりたい
と思います！一年後は外出もできている状況になっていますように。
・今年は挑戦の一年だった、失敗しても後悔しない！
・最後の高校生活、友達や先生とたのしく学校生活送れてたらいいな～
・最高の大学生活が送れるように今頑張ってます！笑っていますように！
・時代の進みって早いなと思った。1 年後この世界がどうなっているかを早く知りたい。
・自己管理ができるようになっていますように。
・自己管理能力が高くなっていますように
・自粛生活、2 か月間色々努力した成果が出ましたか？頑張ってよかったね！
・自分だけ遅れていないように頑張ります。
・自分で体調管理ができるようになりたいです。
・自分らしく、いかなる状況であってもいつも通りに生活できていますか？とりあえず健康に感謝を忘れずに過
ごしていることを願います。
・自由の為に頑張ってるから受験が終わったら思いっきり遊ぼう！
・充実した大学生活、楽しんでください！
・色々あるけど、勉強も部活も頑張っていることを願っています！！！
・慎重に行動してください。
・新しい生活様式にも慣れたころかと思います。今はそんなに慣れていないのでもっと家で上手に楽しむことが
出来るようになったらいいなと思います。
・正直これ以上精神的につらい時期はなかったけど、よく乗り越えてくれました。ありがとう
・通学できるようになって友達もちゃんと作れている？
・通常通りに登校出来ていますか?中学校生活を楽しんでいてください!!
・独り暮らしになったら親のありがたみがよくわかるから"
・入学式ができなくて、授業もオンラインだったけど、その時間は無駄ではなかった！これからも須磨学園での
生活を楽しんで！"
・普段通りの当たり前の生活をしていて欲しいです！友達と楽しく過ごしていてほしいです。
・普通に学校にいけることはありがたいこと。
・無事に学校に通えているのでしょうか？今はただでさえまだ慣れない中学校のリズムに加えウェブ授業となか
なかにあわただしい日々を送っています。でもなんだかんだ言ってこの状況でもここまで充実したウェブ授業を
していただいてやりがいのある日々を過ごしているなと思っています。この状況の中で、自分で自分を律する力
がついてきているような気がします。将来、大変だったけど有意義な日々だった、と思い出せるような期間にで
きるように頑張りたいと思います。
・友達とふつうに学校出会えることを行えることが当たり前じゃないとゆうことを忘れずにいますか？
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