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１ 学 年 だ よ り
平成 22年 4月 30日発行

今年の４月は、雪が降ったり寒かったりとなかなか気候が安定せず、桜も開花してみたも

ののどうしてよいのか戸惑っているようでした。

入学後、対面式・オリエンテーション・新入生オリエンテーション合宿・写真撮影・身体

測定・健康診断・自己探求課外説明会などが実施され、朝の総合学習や課外授業も始まり、
あわただしく時が過ぎました。皆さんも徐々に高校生活にも慣れてきたことと思いますが、

少し心配なのが体調を崩して欠席する者が出てきました。新しい環境に慣れようと緊張した

状態で４月を過ごしてきたことと思いますが、このゴールデンウィーク中に心と体を充分に

休め、リフレッシュして今後に臨んでください。５月には中間考査や模擬試験も実施されま
す。何事も最初が肝心です。しっかり復習や対策を行い、悔いを残さないよう取り組みまし

ょう。

３日（月） 憲法記念日 ２１日（金） 内科検診（午後）
４日（火） みどりの日 検尿第一次未提出者
５日（水） こどもの日 ２２日（土） 週休日
６日（木） 全校集会４ｈ ２４日（月） 生徒総会（５・６ｈ）
８日（土） 週休日 ２５日（火） 衣替え移行期間開始(~6/7)

１０日（月） 評議委員会 ２６日（水） Ｂ日課 進路希望調査
１２日（水） アサーション① アサーション②
１３日（木） 内科検診 ２８日（金） 模擬試験
１４日（金） 検尿第一次検査 1.2 組 代ｾﾞﾐ全国高 1 模試
１５日（土） ＰＴＡ総会 3~9 組ﾍﾞﾈｯｾ実力診断ﾃｽﾄ第 1 回

第１時限授業参観 ２９日（土） 第１回漢字検定
１８日（火）～

中間考査
２０日（木）

入 学 式 ４月７日（水）

学年集会 ４／８（木）１～２ｈ

はじめての学年集会で、学年主任から①学年方針 ②進路 ③欠席遅刻 ④服装頭髪・言
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葉遣いなどについての話をしました。続いて学年教員一人ひとりが自己紹介を兼ねて挨拶を
し、その後、服装頭髪検査が行われました。

対 面 式 ４／８（水）５～６ｈ

上級生との対面式が実施され、生徒会長挨拶、新入生代表挨拶、各部紹介など、パフォー

マンスあり先生の参加ありで大いに盛り上がりました。３年間の高校生活を充実したものに

するためにも十分検討し、できるだけ部活動にも加入して縦のつながりも手に入れましょう。

新入生オリエンテーション合宿

４月１３日（火）～１５日（木）の間、福島の飯坂温泉ホテル聚楽で学習合宿が実施され

ました。学習の仕方や明秀日立について学びながら、いろいろな中学から集まったクラスメ

イトが急速に仲良くなれ、充実した３日間であったようです。合宿中全員に書いてもらった

作文の中から一部を紹介します。

「高校生活の決意」
私は高校生活の中で、必ずやり遂げたいことが二つあります。

一つ目は、予習・復習をしっかりと行い、手を抜かないことです。勉強は、理解し、でき
るようになれば面白いものです。裏を返せば、分からなくなると嫌なものでしかなくなり、
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勉強の時間は苦痛にしか感じられなくなってしまいます。私は、勉強のおもしろさを知り、
自分から意欲的に取り組んでいきたいと思っています。そのためには、予習・復習は不可欠

なものになるので、それらを継続しつつ理解する喜びや楽しさを感じたいと思っています。

そして三年後の大学入試では、志望校である茨城大学に合格し、夢を実現できるように頑張

っていきたいと思います。
二つ目は、人を思いやる気持ちを忘れず、クラスメイトや友達といい人間関係を築くこと

です。私が常に思っていることは、自分がされて嫌なことは相手にもしないということです。

でも本当に大切なのは、思っていることを行動にすることです。心の中で思っていても、行
動できなければ無意味です。だから私は、少しの気遣いをも大切にし、相手の気持ちを思い

やり、さらにそれを行動に移すことを忘れずに過ごしていきたいです。

また、私は一人でいる人にも積極的に話しかけることを心がけています。一人の寂しさを

私はよく分かるので、できるだけ寂しい思いをする人を減らしたいと思っています。話しか
けることは勇気がいるけれど、一人の寂しさを感じる人が少しでも減るように、これからも

続けていきたいと思っています。そしてみんなと協力し、団結力を高めながら仲良く生活し

ていきたいです。

やり通すことは簡単ではありませんが、絶対に出来ることなので、未来の自分のために頑
張り続けたいです。

ホテル↑ ↑

↑

生 徒指導↑

生徒代表 学習

夕食→ ←ｱｸｱ ﾏﾘﾝふくしま

委員長・副委員長認証式

校歌練習↑

４月２１日（水）に生徒会役員、及び前期委員長・副委員長の認証式が行われました。高

校に入学して最初の委員長・副委員長ということで、どう活動してよいか不安も多々あると

思いますが、担任の先生や他のクラスのメンバーと協力してまとまりのあるクラスを目指し

てください。また、生徒会の各委員も選出されました。任期は１年です。こちらも頑張って
活動してください。 ↓前列委員長 後列副委員長 ↓１学年代表１組
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【委員長・副委員長の抱負】各クラスとも上段が正委員長、下段が副委員長

１組
興野 巧 委員長として責任と自覚を持ち、一体感のあるクラス作りに力を尽くしたい。

中村 麻綾 責任感を持って行動し、委員長のサポートをしっかりする。

２組
佐藤 優 委員長として責任と自覚を持ち、しっかりとクラスをまとめたい。
磯前 佳那 委員長のサポートをちゃんとして、クラスをまとめたい。

３組
根本 祥嗣 委員長の自覚を持ち、責任を持って様々なことを頑張りたい。
照沼 勇樹 クラスの全員が居場所があり、仲間はずれがないクラスを目指す。

４組
伊藤 佑馬 このクラスを世界一平和で楽しいクラスにしていきたい!!
太田明日翔 委員長のサポートを一生懸命やりたい。

５組
川又 綾斗 全力でクラスを盛り上げ、助け合うクラスにする所存であります。
鈴木 杏奈 明るく楽しいクラスになるように全力で５組をリードします。

６組
合田 早織 ６組の委員長としてクラスのみんなをまとめていきたい。
秋田 麻菜 委員長と協力して６組を最高のクラスにしていきたいと思います。

７組
井上 大輝 僕が委員長になったからには、明るく楽しいクラスにしたい。
佐々木奈央 ７組の副委員長として、クラスをまとめていきたいと思います。

８組
舟生 亮太 委員長としてクラスをまとめていきたいと思います。
樋本 さち クラスのみんなをまとめられるように精一杯頑張りたいと思います。

９組
布施 雄太 イジメがない、けじめのある、明るいクラスにしていきたい。
吉岡 拓 ９組を輝きあふれるクラスにしていくためがんばります。

【生徒会専門委員会】
文 化 生 活 保健環境 視 聴 覚 出 版 体 育 図 書

１組 来栖 圭介 田嶋 広樹
大谷 光英

石川 卓弥 根本 有望 俣田 睦仁
大沼 春花

高橋 遙華 長山 由季

２組 八木橋恵理 田中 優基
小泉 裕彦

阿部 真幸 熊谷 肇 山方 駿介
大枝 佑貴

安島 梨紗 安藤 友香

３組 牧山なつの 二川 沙耶
小鍛治勇斗

川上 絢 今野 雄款 池田 百花
宇津野祐輔

川崎 愛香 上壁 慎也

４組 志和 正人 安達 ゆき
根本 拓哉

鈴木 克幸 上田 聖 中丸 聖菜
内田 夏実

坂本 彩 鈴尾 彩香

５組 飯田 遥香 飛田 珠帆
会沢 歩華

大石 諒 厚綿 悠介 小澤 陽菜
飯村龍太郎

諸岡 晟良 千葉 風馬

６組 浅野 楓 友部 真也
小池 晃平

小沼 仁奈 鈴木 夏果 永濱 大輔
西名 貴臣

鈴木 姫乃 佐藤 允洋

７組 鈴木見祐希 佐藤 大輔
松橋 良太

鈴木 涼平 能勢 拓也 武藤 力
宇留野太希

藤田佳那子 金澤 翔平

８組 岡 未奈美 古賀 大輔
大賀 聖司

川崎 一輝 安島 雄大 平沢 陵
長山 優奈

鈴木 遼亮 生田目亜衣

９組 道川伊緒菜 藤田 颯
伊藤 稔

綿引 一貴 大沼 智秋 川又 勇介
鬼澤 純

山縣 章太 草地 昴

【生徒会特別委員会】
応 援

自己探求課外説明会

１組 大畠 拓真 武藤 悠悟 ４月２０日（火）の６

２組 浅野 早希 荒木 藍 指田 聖麗 時間目に自己探求課外の
３組 宇津野祐輔 菊池 和鷹 今野 雄款 説明会が開催され、７時

４組 関山 瞳 大部 晴菜 浦川 葵 間目に希望調査が実施さ

５組 石川 大河 黒澤 香奈 竹内 綾霞 れました。今年から新たにスタートしたもので、

６組 近野 翔 佐藤 一生 廣原 佑哉 １年間選択した課外を週５時間とることになりま
７組 左右田真幸 静谷 要騎 成井 陽希 す。大学進学や資格取得を目指すものやスポーツ

８組 斉藤 雄希 鈴木 宏太 の技術向上を目指すもの、教養を高めるものなど

９組 山田一稀 様々な講座が用意されていますので積極的に参加

し、自己を高められるよう充実した時間を過ごし
ましょう。


