まちを支える人づくり

スペシャリストへの道

龍 野北 高 校新 聞
看護科
３年 ６組 小川 茜
私はこの三年間で仲間と 助け
合う大切さを学ぶことが出 来た
と思います。
右も左も分からないまま 看護
の道に足を 踏み入れ早三年、「高校生」と いうよ
り「看護学 生」として過ごした三年間でし た。看
護を学ぶ中 で、学習内容が難しかったり、 実習を
思うように 行うことが出来なかったり、挫 けそう
になること が多々ありました。しかし、気 持ちを
共有することのできる心強い仲間と手を取り合い、
乗り越えることが出来ました。
これから 先もそのような仲間への感謝の 気持ち
と仲間と助 け合う大切さを忘れず、何事に も全力
で取り組んでいきたいと思います。
後輩の皆 さん、当たり前のようにいてく れる仲
間への感謝 の気持ちを忘れず、残りの高校 生活を
充実したも のにしてください。同じ看護の 道を歩
む者として互いに頑張りましょう。
総合デザイン科
プロダ クトデザ イン類 型
３年５組 古屋 和真
私は 高校三 年間を総 合デザ イ
ン科で 過ごし 、多くの ことを 学
びまし た。一 、二年時 は平面 や
立 体など、 様々な分 野でデザ インの基 礎を学び ま
し た。三年 生になる と実習や 課題研究 で選択し た
分 野におい てより専 門的な知 識を学び 、身につ け
ることができました。
また、総 合デザイ ン科の行 事である ファッシ ョ
ン ショー、 町ぢゅう 美術館に も積極的 に参加し 、
三 年時はフ ァッショ ンショー の総合リ ーダーも 経
験しました。打ち合わせや、皮革プレゼンテーショ
ン などで外 部の方と 接する機 会が多く 、自分の 意
見 の伝え方 や、目上 の方との コミュニ ケーショ ン
の取り方などを学びました。
この三年 間で、デ ザイン科 ならでは の授業や 行
事 を経験し ました。 そこで学 んだこと を十分に 発
揮し、就職後も頑張っていきたいです。

環境建設工学科 建築類型
３年４組 横井 亜衣
高校生活を振り返って思うことは、私
は仲間に恵まれたということです。環境
建設工学科は男子の人数が多く、女子は
七人しかいませんでした。また、クラス
に同じ中 学校の人が一人もおらず 、初めはクラスに馴 染め
るのだろ うか、友達はできるのだ ろうかと、とても不 安で
した。し かしクラスメイトはみん な明るく、優しい人 たち
ばかりで 不安はすぐになくなりま した。このクラスは 男女
関係なく 仲良しで、ムードメーカ ー的な存在の人が多 く、
楽しいク ラスです。怒られること も多かったですが、 だか
らこそ私は三年間頑張ることができたのだと思います。
三年間 所属した陸上競技部でも 同じです。楽しいこ とも
ありまし たが、辛いこともたくさ んあり、時には部活 動を
辞めたい と思うこともありました 。それでも辞めずに 最後
まで頑張 れたのは仲間が支えてく れたからです。私は 仲間
に恵まれ 助けられてきました。こ の機会に言わせてく ださ
い。ありがとう！

環境建設工学科 都市計画類型
３年４組 上山 翔
私 は環境建設工学科で高校生活を過 ご
すこ とができて本当に良かったと思い ま
す。 それは三年間で素晴らしい仲間や 先
生方 と出会えたからです。学校生活が し
んどいと思ったり、悩みを抱え辛いと感 じたこともありま
した。しかし仲間に相談したり、分から ないことは先生に
教えていただいたことで三年間を乗り切 ることができまし
た。私は春から家業を継ぎ、クレーンオ ペレーターという
仕事に就きます。もし仕事をしている時 に「出身高校はど
こ？」と聞かれたら「龍野北高校です‼ 」と堂々と答えた
いです。卒業後はそれぞれが違う進路を 歩みますが、この
三年間の出来事は私の人生において大き な財産であり、最
高の思い出です。卒業しても先生方や後 輩達に胸を張って
会いに来れるよう仕事を頑張りたいです 。最後に、今まで
龍野北高校で私に関わってくださった方 々に感謝を伝えた
いです。母校が龍野北高校であることを 誇りに思います。
今まで本当にありがとうございました。

総合デザイン科
ビジュアルデザイン類型
３年５組 内藤 真莉子
私は総 合デザ イン科 に入学 し、他 の
学校では 出来な いこと をたく さん経 験
すること が出来 ました 。その 中でも 特
に心に残っている行事は、ファッション ショーと町ぢゅう
美術館です。ファッションショーでは音 響のリーダーを務
め、音楽の編集や音響機器の操作をしま した。自分の編集
した曲がショーで流れていることにとて も感動しました。
町ぢゅう美術館では実行副委員長となり 、お越し下さった
方に楽 しんでいただける イベントにな
るよう、精一杯取り組みました。
また 、普段の授業では 実習でビジュ
アルを 選択し、卒業制作 としてＢ１サ
イズの 絵を描きました。 今まで大きな
作品を 制作したことが無 かったので不
安でし たが、先生のアド バイスのおか
げもあ り、想像以上の作 品を制作する
ことが 出来ました。これ らの経験を通
して、 より成長できたこ とを実感して
います 。進学後もデザイ ン科での経験
を活か し、色々なことに 挑戦したいで
す。

総合福祉科 医療福祉類型
３年３組 石坂 天音
私は この三 年間で沢 山のこ とを経験
させて もらい 、とても 充実し た日々を
送るこ とがで きました 。医療 福祉類型
に進む と少人 数での授 業にな り、普通
教科が 中心と なってき ます。 先生に気
軽に質 問をす ることが できた りと、勉
強に集中しやすい環境で進学に向けて取り 組むことができ
ました。また、総合福祉科では高齢者デイ サービスや介護
教室などの多くの行事があり、中には医療 福祉類型が主体
となって企画するものもあります。クラス や学科全体がま
とまって一つのものを作り上げた時の達成 感はとても大き
いです。私達 期生から新しく始まった行 事もあり、初め
ての事ばかりで戸惑いもありましたが、参 加者の皆さんの
笑顔を見ることが出来てとても嬉しかった です。改めて振
り返ると、沢山の人と関わり沢山の人に支 えてもらった三
年間でした。後輩の皆さんも色々なことに 挑戦し、かけが
えのない最高の高校生活を過ごしてください。

商業科四修制
中本 捺弥
人見 知り・内気 ・本当の自 分を出せな
い・学 校が嫌い、 そんな私で したが今で
は人見 知り・内気 も改善され 本当の自分
を出せ るようにな り、学校も 好きになれ
るほ どになりま した。今 の私がある のはこの 定時制での た
くさ んの経験と 多くの出 会いのおか げです。 この場を借 り
て私 と関わって くれた人 へ感謝の気 持ちを伝 えたいと思 い
ます。ありがとう

商業科三修制
小西 亜依
私はこの定時制に入学できて良か った
と今は感じています。入学する前は正直、
定時制に対する偏見がたくさんあり 不安
でし た。いざ学 校生活を送っ てみると私の 考えていた 定時
制と は全然違う すばらしい定 時制がありま した。授業 は真
面目 にうけて、 行事は思いっ きり楽しむ。 ケジメのあ る人
ばか りでした。 そして、何よ り私が感動し たのは生徒 会で
した。クラス対抗定期戦といった楽しめる行事だけでなく、
生活 体験等の発 表会の時まで 生徒会が主催 となる行事 をた
くさ んしていた のです。私も そんな生徒会 に入ること がで
き、 とても良い 思い出を作る ことが出来ま した。この 定時
制に出会えて良かったです。

総合福祉科 介護福祉類型
３年３組 稲岡 桜綾
高校三年 間を通し て福祉につ いて学び
を深めま した。私 が高校生活 の中で一
番印象に残っているのは介護実習です。
最初は知識や技術もないまま、コミュ
ニケーシ ョンを取 ることに精 一杯でし
た。 しかし、日 々の授業で沢 山の実習を重 ねる中で利 用者
さん の気持ちを 汲み取るよう 心がけ一人ひ とりに合っ た支
援が 大切だと実 感しました。 また、「あり がとう」と 言わ
れる 喜びと支援 に携わること のできる幸せ も感じるこ とが
出来ました。
介 護類型は国 家試験があり ますが、全員 合格という 一つ
の目 標に向かっ て勉強に励み ます。何度も 壁にぶつか った
こと もあります が、高校三年 間で築き上げ た知識と経 験は
何物 にも変えら れない財産で あり、龍野北 高校で学ん だこ
とをこの先にも生かしていきたいです。
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電気情報システム科
電気システム類型
３年１組 香山 武尊
私 は高 校三 年間 楽し く充実 した
日々 を送 るこ とが 出来 ました 。学
校生 活は 楽し いこ とば かりで はな
く 、辛い と感 じるこ ともあ りま したが 、ク ラスメ イ
ト や部員 たち のおか げでそ のこ とも乗 り越 えてい け
た と思い ます 。私の クラス は男 だけの クラ スで少 し
華 やかさ に欠 けてい ますが 、行 事の時 には クラス が
一 致団結 し行 事を盛 り上げ るこ とが出 来る そんな ク
ラスです。私は元々は行事などにも積極的ではなかっ
た のです が、 クラス の友達 と関 わって いる と自然 に
頑 張りた いと 思える ように なり ました 。部 活動で は
最 初、思 うよ うなプ レーが 出来 ません でし た。そ ん
な 時でも 一緒 に頑張 ってく れる チーム メイ トが居 た
か らこそ 続け て来ら れたと 思い ます。 上手 くいく こ
と はほと んど なかっ た部活 動で したが 、最 終的に は
部 活動を して いて良 かった と思 えまし た。 後輩の 子
た ちはこ の話 を聞い て仲間 を大 切にで きる ような 人
になって欲しいと思います。
電気情報システム科
情報システム類型情報系
３年２組 井口 寿鷹
私は 、高校での３ 年間、主に検 定
取得に力を注いできました。それは、
情報で プログラミン グやハードウ ェ
アな ど専門的なこ とを学習し ているうち に、より深 く
知り たいと興味が 湧き、卒業 までに、で きるだけ多 く
の検 定を取得した いという目 標ができた からです。 検
定に合格するために、授業に集中することはもちろん、
放課 後も生徒同士 で教え合い 、先生方に マンツーマ ン
で指 導してもらう など、意欲 的に勉強に 励みました 。
その おかげで情報 技術検定１ 級や工事担任 者 DD
３種 な
どを 取得すること ができまし た。このこ とによって 、
達成 感を得ること ができ、学 習に対する 自信に繋が り
まし た。成績も向 上し、希望 する大学に も合格する こ
とが できました。 また、自分 一人ではな く、クラス メ
イト 一丸となり、 同じ目標を 持って必死 に勉強した こ
とは 、これから先 も大切な思 い出になる と思います 。
大学 進学後は、検 定などで身 につけた知 識を深め、 仲
間と 共にさらに上 を目指して 学び続けた いです。後 輩
の皆 さんも、自分 の進路実現 に向けて、 充実した学 生
活が送れるように頑張ってください。

電気情報システム科
都度丁寧に教えて くださいまし た。これらのお かげ
情報システム類型商業系
で、目標としてい た、簿記実務 検定１級など、 多く
３年２組 大前 穂乃加
の検定に合格する ことができま した。そして、 達成
私は 、事務職と して就職 するこ 感や自分自身の成 長を感じ、や ればできるとい う自
とを目 指して、主 に商業を 学んで 信がつきました。 なかなか結果 が出ず、苦しい 思い
きま した。自分の強み をつくるため、 多くの資格・ やしんどい時期も ありましたが 、この３年間、 仲間
検定 にも積極的に挑戦 しました。検定 前は、放課後 と共に目標に向か って頑張れた ことは、かけが えの
学校 に残り、自主的に 勉強に取り組み ました。また、 ない時間になりま した。私たち を支えてくださ った
仲間 同士で、お互いに 得意な部分を教 え合うなど、 先生方、一緒に過 ごしてきた仲 間たちがいてく れた
協力 し、励まし合いな がら、合格に向 けて意識を高 おかげです。後輩 の皆さんも、 悔いの残らない 充実
め、 努力を続けました 。それでも、わ からない部分 した高校生活を過ごせるよう応援しています。
があ れば積極的に先生 へ質問をし、先 生方は、その
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