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３ 学 年 だ よ り
平成 21 年 4 月 8 日発行

桜の花も咲きはじめ、春爛漫という言葉がふさわしい季節がやってきました。今年度はみ

なさんにとって人生を左右するような勝負の年となります。何事もスタートが肝心です。良

いスタートを切り、素早く波に乗れるよう心しましょう。そのためには進路希望を早期に具

体化させ、情報を収集し、進路先を訪問し、対策を講じるなど、実際に行動を起こしてくだ
さい。我々３学年教員は、みなさんの進路実現のために惜しみなく応援をしますが、あくま

でも主体はみなさん自身です。努力を惜しまず、あきらめず、自分の進路を自分の力で切り

開いていってください。
現在の社会情勢は、進路決定を目前にした生徒にとって大変困難な状況にあります。保護

者の皆様もお子様の良き相談役となり、共に進路について考えていただきたく、お願い申し

上げます。

６日（月） 始業式 新任式 １６日（木） 特編授業

７日（火） 入学式（３年は家庭学習） ２２日（水） Ｂ日課 認証式
８日（水） LHR・学年集会 １～４ｈ ２３日（木） アンケート調査（１ｈ）

対面式・離任式 ５～６ｈ ２５日（土） 週休日

９日（木） 個人写真撮影(第 3 応接室) ２９日（水） 昭和の日
１１日（土） 週休日

１４日（火） 特編授業 クラス委員提出

１５日（水） 特編授業 身体測定(1~3h)

学年教師紹介
学年の担当は、持ち上がりが多く昨年とほぼ同じですが、一部のクラス担任と副担任が替

わりましたので紹介します。このメンバーで進路指導をはじめ、厳しくも丁寧な指導を心が

けていきますので、よろしくお願いします。

学年主任 鶴巻 勝理 １組担任 小高 聡 ２組担任 滑川 孝則

人生の岐 生徒の進 昨年に続

路ともいう 路の実現の き３年の担

べき年を迎 ために担任 任です。こ
えました。 としても教 れまでの経

よく考え、 科担当とし 験 を 活 か

悩み、そし ても尽力し し、生徒の

て選択し、 たいと思い 進路実現に
悔いのないよう努力して進 ます。今年度もよろしくお 向け全力で取り組みます。

路実現を図ってください。 願いします。 よろしくお願い致します。
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３組担任 河野 邦弘 ４組担任 池谷 優 ５組担任 萬場 努

早いもの 何をする "人事を尽
でもう３年 のか、しな くして天命

生です。自 くてはいけ を待つ"自分
分の将来を ないのか、 にできる事

真 剣 に 考 考えよう。 は全てやり

え、進路実 すべて自分 切って、あ
現 に 向 け の心、頭で とは結果を

て、努力しましょう。 決まる。 待ちましょう！

a teacher of English

６組担任 杉山 和則 ７組担任 宮﨑 勝美 ８組担任 滑川 良子

三段目点 今年は卒 いよいよ、

火。可能性 業ですね。 最終学年で

への道をど 卒業、そし す。自分の

こまで昇れ て進路達成 将来を決め
るか。とも できるよう る 大 事 な

に励んで参 に、サポー 時、可能性

り ま し ょ トしていき を信じて夢
う。 ♪♪ む ず むず ます。頑張りましょう！！ を実現しましょう。

じ しむ まし まほし ♪♪

1.2組副担任 久賀谷 清一 3.6組副担任 塙 定之 4.5組副担任 小澤 光志

１年ぶり １年振り 泣いても
の学年復帰 に皆さんの 笑っても高

です。みな 学年担当に 校最後の学

さんよろし な り ま し 年です。責

くお願いし た。１年間、 任と自覚を
ます。 様々な面で 持ち自立で

皆さんの進 きる力をつ

路決定のサポートをしてい けて下さい。
きたいと思っています。

7.8組副担任 樫村 敦雄 クラス人員（全体２５９名 男１５４名 女１０５名）

今年度は

百年に一度 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 ７組 ８組
と言われる

就職氷河期 男 ２０ １５ ２０ １６ ２４ １６ ２７ １６

が予測され

ています。 女 １０ １７ １１ １８ １４ １７ ４ １４
何とか乗り

切って進路の早期決定を共 合 ３０ ３２ ３１ ３４ ３８ ３３ ３１ ３０

に目指しましょう。
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学年目標
①基本的生活習慣の定着を図る

２学年までに培った基本的生活習慣を定着させ、豊かな人間性を育む。
②学力の伸長・定着を図る

２学年までに身につけた学力をさらに伸長させ、進路に対応できる確固としたもの

にする。

③進路実現を図る
志望進路先を早期に決定し、それに応じた対策を講じ、進路実現を図る。

④帰属意識、規範意識の涵養を図る

本校生であることに誇りを持ち、帰属意識、規範意識の涵養を図るとともに、最上
級生として何事にも率先して取り組み、あらゆる機会に下級生に模範を示す。

前年度卒業式
３月１日に前年度の卒業式が厳かに挙行されました。今年度はみなさんの番です。全員が

笑顔で卒業式を迎えることができるよう１年間頑張りましょう。

↑卒業生入場 ↑校歌斉唱 ↑卒業証書授与

↑送辞 ３組鷺幸博くん ↑仰げば尊し斉唱 ↑卒業生退場

前年度３学期終業式
３月１９日に、２学年の締めくくりである終業式が行われました。その中で部活関係の賞

状伝達と１ヶ年皆勤賞の表彰がありました。部活関係の賞状伝達は、卓球部、バレーボール

部、バスケットボール部で、皆勤賞は１年生５０名、２年生５０名がその努力をたたえられ
表彰されました。この学年は、昨年度７１名が皆勤でしたが、今年度は前述の通りでした。

この中で２ヶ年皆勤者は３２名です。この３２名には３ヶ年皆勤の可能性があります。ぜひ

これを目指して頑張ってください。他にも３ヶ年精勤賞というのがあります。こちらの可能

性のある者もぜひ頑張ってみてください。今年度は進路がかかっていますので、欠席・遅刻
などしていられません。健康管理に留意し、進路の選択肢を狭めないよう努力しましょう。
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↑卓球部 ↑バレーボール部 ↑バスケットボール部

↑１ヶ年皆勤者 ↑代表 ２組森舜平くん

１ヶ年皆勤者 ５０名 （２ヶ年皆勤者３２名）

１組 大畑 将徳 小澤 啓祐 千田 英輝 根本 皓章 光石 大志

８名 槙野 公平 吉田 順一 松浦 由

２組 鈴木 優士 益子 匠 宮本 憲成 森 舜平 森山 亮太 山田 翔平

11名 大谷 麻希子 坂本 絵里香 白坂 仁美 丹 有紗 和田 柚実香

３組
佐々木 駿 髙橋 佑馬 山下 雄一

３名

４組 小林 徳磨 西野 晃平 根本 崇弘 大関 愛美 大髙 恵里奈

９名 門 瑞希 金長 香織 佐々木 彩 村田 絵里

５組
五十嵐 悠太 兼井 研人 菅野 光紀

３名

６組 阿部 春樹 小澤 和之 黒澤 渉 富永 政男 野澤 大樹 原口 譲

７名 吉成 亜純

７組 齋藤 洋一 鈴木 龍太 松田 和晃 吉田 一哉 大川原 美保子

６名 鈴木 詩織

８組
大森 直人 飛田 直紀 丸山 智

３名


