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・ １番印象に残った言葉は、「あいさつは心」と「努力は人をうらぎらない」です。努力

しないで「将来に～～～になりたいな～。」と思うだけじゃなくて、その夢のために努力

をすると、叶わない夢なんてないのでは、と思いました。

っかり、私たちがわかるように、一人ひとりが自分の高校の話をしていて、すごくかっ

こよかったです。
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・ パンフレットだけではわからない話を聞けて、高校を選ぶ参考になりました。

・ 私たちと３歳しか離れていないのに、すごく話が上手で引き込まれました。私も人前
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ほとんどの人が受験勉強を始めたのが、３年生になってすぐと言っていた。私も頑張

パンフレットだけではわからない話を聞けて、高校を選ぶ参考になりました。

私たちと３歳しか離れていないのに、すごく話が上手で引き込まれました。私も人前

で堂々と話せるような人にな
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など目標があっていいな、と思いました。行きたい高校をできるだけ早く決めて、目標

受験勉強は１学期から始めておいたほうがよいと、先輩の話を聞いて思いました。こ

ほとんどの人が受験勉強を始めたのが、３年生になってすぐと言っていた。私も頑張

私たちと３歳しか離れていないのに、すごく話が上手で引き込まれました。私も人前

第４土曜日ですが、学

本日配布いたしました、


