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３ 学 年 だ よ り
平成 20年 4月 30日発行

すがすがしい新緑の季節を迎え、皆さんには最上級生としての自覚がでてきたでしょうか。

４月は欠席・遅刻の人数も昨年とあまり変わらず、今年を「進路を控えた大切な年」と認識

できていない人がまだいるようです。何度も繰り返しますが、特に就職戦線はかなり厳しい

状況にあります。このゴールデンウィーク中にもう一度自分の進路についてじっくり考え、
保護者の皆さんとしっかり話し合って具体化してください。また、今月の後半には中間考査

や模擬試験が控えています。進路先には、１．２年および３年の１学期の評定平均と欠席等

の日数が報告されますので、特に１学期の中間・期末考査に最大限の力を発揮することと欠

席・遅刻はしないという意気込みが必要です。大学を一般試験で受験する者以外は、ここで
頑張らなければもう間に合いません。そのことを肝に銘じてこの１学期を有意義に過ごして

ください。

１日（金） Ｂ日課 学校基本調査 １４日（木） 内科検診３～１組

３日（日） 憲法記念日 １６日（土） PTA総会
４日（月） みどりの日 １９日（火）

中間考査
尿検査 1 次もれ者

５日（火） こどもの日 ～２１日（木）

６日（水） 振替休日 ２２日（金） 前年度追認受付

７日（木） 全校集会４ｈ ２３日（土） 週休日

内科検診６～８組 ２５日（月） 生徒総会（５・６ｈ）
９日（土） 週休日 ２７日（水） 進路希望調査

河合塾全統ﾏｰｸ模試(1 組・希望者) ２９日（金） 模擬試験

１１日（月） 評議委員会 １組 進研マーク模試
１２日（火） 尿検査１次 ２～８ベネッセ実力判定

１３日（水） 就職適性検査６ｈ(1~8 組) 尿検査２次

１学期始業式 ４／６

始業式が４月６日（月）にあり、新任者紹介、校長講話、担任発表、生徒指導部長講話、

頭髪検査が行われました。頭髪検査は、３学期終業式で予告していたにもかかわらず、長さ

・色で指導を受ける者がでてしまったのは残念なことです。これからは毎月服装頭髪検査が

実施されます。
今後指導を受

けることのな

いよう自覚を
持って学校生

活を送りまし

ょう。

↑矢野新教頭 新任 ↑木野内 ↑菅田 ↑竹井 ↑冨島 各先生 ↑校長講話
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学年集会 ４／８（水）３～４ｈ

今年度最初の学年集会があり、学年主任挨拶、各教員挨拶、生徒指導部長講話、進路指導

部長講話、就職指導係長講話、服装検査が行われました。進路関係の話が多く、対策を早め

に講じて行動に移さなければならないことが理解できたことと思います。また、自分の進路

を保証するためにも問題行動など起こさないのはもちろんのこと、普段から服装や言動に気
をつけるなど心がけましょう。

↑生徒指導部長 ↑進路指導部長 ↑就職指導係長

対 面 式・離 任 式 ４／８（水）５～６ｈ

新入生を迎え対面式が実施されました。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新入生の参加ありで大変盛り上がりました。また、離任式では退職され

る先生方が４名お見えになり、ご挨拶をいただきました。お世話になりました。

↑新入生入場 ↑生徒会長挨拶 ← 部活紹介↑

↑新入生代表挨拶 ↑離任される先生方 ↑花束贈呈

委員長・副委員長認証式

４月２２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。３

年の１学期という進路に向けた多忙な時に、大変な役目を引き受けてくれました。よろしく

お願いします。また、各生徒会の委員も選出されました。任期は１年です。こちらもよろし

くお願いします。他の皆さんもしっかり協力し、まとまりのあるクラスを目指してください。
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↑生徒会長所信表明 ↑前列 各委員長・副委員長 ↑３学年委員長代表３組

【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
細金 拓馬 受験なのでみんなが勉強しやすい環境をつくっていきたいです。

田所 亮彦 最高学年としての自覚と責任を持ち、進路実現を目指し頑張ります。

２組
大館 美咲 雨垂れ石を穿つ。小さな力でも辛抱強く努力し頑張りたい。

益子 匠 副委員長として委員長と共により良いクラスにしていきたい。

３組
熊野 建太 “one for all, all for one”を目標にクラスを団結させたい。
髙橋 佑馬 委員長と協力して皆の進路が決まるクラスにしていきたいです。

４組
大関 愛美 めちゃくちゃ賢い、めちゃくちゃ明るい池谷クラスを目指します！

大髙恵里奈 とにかく強い、とにかく凄い池谷クラスを目指します！

５組
星 慧 運動部のクラスが学校全体をリードし、活気溢れる学校にしていく。

岩﨑 加奈 最高学年として学校全体の見本となるように頑張っていきます。

６組
加藤 幸恵 一人一人の個性が発揮できるクラスになるように頑張りたいです。

椎名 晃子 We do our“BEST”，We are“CHALLENGERS”．

７組
鈴木 詩織 クラス全員が各々の目標を達成できるように協力していきたい。

片山 育美 委員長を支えながら、クラスのみんなをまとめていきたい。

８組
丸山 智 委員長の仕事をがんばっていきたいです。

飛田 直紀 明るく、楽しく、けじめのあるクラスにしたいです。

【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 千田 英輝 槙野 公平 金成 彩希 緑川 理恵 米川 大輔 岡部 圭
鈴木 優士

沼田 周

２組 森 舜平 大谷麻希子 赤澤 佑磨 渡辺 弥来 森山 亮太 柴田 貴光
荒川 君彦

小林 主昌

３組 赤津 傑 大森 麻岐 山野辺里子 鈴木 翔太 椎名 勇人 山下 雄一
帷子 哲也

吉澤 奎吾

４組 西野 晃平 小野 俊樹 宇留野一起 坂井 美月 檜野 翔子 石川 祐伊
石川 翔平

小林 徳磨

５組 冨永 恭平 髙倉 晴伸 五十嵐悠太 佐藤 大介 飯田 紘貴 黒澤 彩子
小田嶋菜未

菅野菜都実

６組 根本 莉奈 佐藤 絢香 鈴木見祐希 富永 政男 上遠野里香 鷺 恵美
野澤 大樹

福田 拓郎

７組 益子 直紀 鶴田 徹 松田 知之 飛田 凌司 松田 和晃 大川原美保子
井坂 祐輝

齋藤 洋一

８組 渡邉 学 米倉 優也 佐藤芽久里 大内 真 成田 学 黒澤 貴寛
大森 直人

染谷亜梨沙
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【生徒会特別委員会】
晃 燿 祭 応 援

１組 箱崎 暉 沼田 周 小澤 啓祐 田所 亮彦

２組 木田 彩日 酒井 佳織 鈴木 麻美 益子 匠 眞籠 美帆

３組 吉田 祐也 鈴木 貴大 金田 崇裕 髙橋 佑馬 鷺 幸博

４組 荒川 卓也 神尾 章裕 本間 純平 吉澤 直也 黒澤 佑樹 石井 暁

５組 大平 成彦 高橋 健太 小林 晃樹 高橋 正 山口 夏生

６組 阿部 春樹 江尻 竜平 富永 政男 福田 拓郎 加藤 幸恵

７組 石川 一貴 佐藤 壽洋 市毛 優貴 鴨志田 凌 阿久津勇也 神永 瞳

８組 小澤 賢行 鈴木 宏史 江幡 未来 菊池 結香 米倉 優也

就職ガイダンス

４月２２日（水）の６時間目に就職希望
者対象のガイダンスが実施されました。今

年の予想される就職戦線の厳しさについて

再度説明を受け、進学に切り替えた者、ど
うしようか迷っている者、それでも就職を

希望する者と分かれましたが、５月の進路

希望調査までに進学について再考してみて

ください。

１ヶ年皆勤者

学年だより４月号において、昨年度の１ヶ年皆勤者をお知らせしましたが、１名漏れてい

ましたので追加します。申し訳ありませんでした。これで１ヶ年皆勤者５１名、うち２ヶ年
皆勤者３３名となります。頑張って３年間皆勤を目指してください。

追加１ヶ年皆勤者 ５組 冨永 恭平くん

PTAPTA 総会総会
５月１６日（土）に PTA 総会が実施されます。１時間目は例年通り授業参観で、今回は

教科担当者による授業が行われます。その後 PTA 総会、学年 PTA、学級懇談が実施されま
す。生徒の皆さんは授業後終礼となりますが、１９日（火）から始まる中間考査に向けて懸

命に家庭で試験勉強に取り組んでください。またこの日には、日製病院で１日看護体験が実

施されます。参加者はしっかり学んできてください。

５月１９日（火）～２１日（木）の３日間中間考査が実施されます。今回は皆さんの進路
を左右する大事な考査です。後悔することのないよう計画をしっかりと立て、地道に努力し

全力を尽くして取り組んでください。また、９日（土）と２９日（金）に模擬試験が行われ

ます。こちらも校長推薦等の参考資料になりますので頑張って下さい。健闘を祈ります。


