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□ 実際に通っている人たちの話を聞い

て、どういうところか

した。楽しそうなことばかりで、また、

選ぶのが難しくなりそう・・・。本当

に通っている人が１番わかっているはずなんです。今日、こうして聞けて、とても嬉しかったで

す。選ぶ参考になると思います。参考にします。

□ 私は、どの高校がどうとかこうとか、全然わかっていなかったので、とても参考になりました。

私は、やはり農芸高校にぐっと引き込まれました。農業とか野菜とか和菓子とかが、私は、みん

な大好きなもので。・・・私が反省しようと思ったことが、「もっと勉強しよう」ということです。

勉強せず、自分の好きなことばかり

んが言ってい「小さな時間を見つけて」というのが心に突き刺さりました。グサッと

強せな、アカン

□ 平山先輩が言っていた「目標がないと、のろのろしてしまう」という言葉にすごく共感できまし

た。テスト勉強などで、何をするかきちんと決めていなかったりすると、だらだらと引きずって

しまうことがあるので、目標を定めて、計画的にしていきたいと思いました。あと、先輩たちは、

高校生活をとても楽しんでいるようで、すごい声にハリがあったり、表情がよかったです。第一

印象は、そういうところで決まるんだと実感しました。

□ 山本裕子さん

いて、最初はびっくりしました

ししかないんだと思いました。高校生になると、友達の輪も広がるし、２０種類以上の部活も選

べるし、絶対楽しいと思います。特に、瀬古さんの話が上手で、少しずつでもいいから、習慣を

つけていくことが大切だということが分かりました。高校生活を楽しんでいる高校生は、カッコ

いいです！！
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生徒感想文について
（一部抜粋）
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□ 話し方が大人の話し方だった。自分の通っている高校に

ついて分かりやすく教えてくれて、特に印象に残ったの

は、瀬古さんの話です。「一人では何もできない。友達と

教え合うから大学に行ける」という言葉と「いきなりや

ろうとしてもできない。コツコツする重なりが大事」と
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かやっていけば、その重なりが次につながるかと思います。今日の話は、とても勉強になりまし

た。 
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