
いよいよ、最高学年がスタートしました。
今年度はみなさんにとって人生を左右するような進路決定の年となります。何事もスター

トが肝心です。良いスタートを切り、自分の進路実現の為に努力して下さい。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、諦めず、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。

３学年目標

①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。

②基本的生活習慣の定着を図る
前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。

③学力の伸長・定着を図る
前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。

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。

３学年をこんな学年に<

☆ この学校のなかでは、誰もが「幸福」で「心安らかな」高校生活を送る権利を持って
います。他の人から不当に傷つけられたり、他の人を傷つけたりすることは、誰であろ
うと決して許されることではありません。自分がされたら嫌なことは他の人にはしない
など、他の人の立場にたって物事を考え、思いやりのある言動がとれる学年になってほ
しい。

☆ 社会には、さまざまな価値観や考え方を持っている人がいます。この学校でも同じこ
とが言えます。そういう人たちが集まって、１年間共に過ごすわけですから、うまくや
っていくためには、まず、他の人の意見に耳を傾けてほしい。そして、自分の意見も堂
々と主張してください。お互いを尊重し合い、決して感情に流されることなく充分に話
し合って方向性を見いだしていける学年になってほしい。

☆ 毎日の授業には、けじめのある態度で真剣にのぞみ、さまざまな行事、清掃などやる
べきことはみんなで協力し合って取り組み、お互いに高め合える学年になってほしい。

４／６ 始業式風景

保護者の皆さまへのお願い

【頭髪・服装について】
制服がきちんと着用できているか毎朝点検して下さい。学校では、項目ごとに厳しく

指導します。今年度は指導日を決めています。

【欠席等の連絡について】
やむなく欠席・遅刻・早退する場合には、必ず保護者から学校に連絡を入れて下さい。
１・２組 直通電話：０２９４－２１－６３３２
３・４・５・６・７組 直通電話：０２９４－２１－６３２８

【持ち物について】
持ち物には必ず記名をお願いします。学校に必要ないものは持ってこさせないで下さ

い。また、カバンは必ず持たせて下さい。携帯電話の校内での使用は一切禁止です。万
一使用していたり、呼び出し音がなったりした場合は、学校預かりとなります。

【登下校時刻・日課表変更について】
朝８：２５（ＳＴ・Ｓコースは８：００）までに登校させて下さい。朝学習が
８：３０(ＳＴ・S コースは８：１０～８：５０まで)から始まりますので、それに間
に合うように余裕を持って登校させて下さい。土曜日は電車・バスの運行時刻にご注
意ください。

《 時間割変更 》
Ａ日課表 Ｂ日課表

朝学習 8：30～ 8：50 朝学習 8：30～ 8：50
ＳＨＲ 8：50～ 8：55 ＳＨＲ 8：50～ 8：55
第 1 時間 9：00～ 9：45 第 1 時間 9：00～ 9：40
第 2 時間 9：55～ 10：40 第 2 時間 9：50～ 10：30
第 3 時間 10：50～ 11：35 第 3 時間 10：40～ 11：20
第 4 時間 11：45～ 12：30 第 4 時間 11：30～ 12：10
清掃 13：10～ 13：25 清掃 12：50～ 13：05
第 5 時間 13：30～ 14：15 学校行事 13：10～ 13：40
第 6 時間 14：25～ 15：10 第 5 時間 13：50～ 14：30
第 7 時間 15：20～ 16：05 第 6 時間 14：40～ 15：20
第 8 時間 16：15～ 17：00 第 7 時間 15：30～ 16：10

第 8 時間 16：20～ 17：00

【その他】
3 ヶ年皆勤賞は 3 年間 1 日も欠席・遅刻・早退がなかった生徒です。皆勤賞を目指し
ましょう。ちなみに 1 ヶ年皆勤賞は１年次 50 名・２年次４２名おりました。素晴ら
しいことです。

クラス生徒数（男女内訳）および担任・副担任

組 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 ７組 計

生徒 １６ ２５ ３４ ４２ ３２ ４０ ３７ ２２６
男 ６ 男１５ 男１８ 男２１ 男２３ 男２５ 男２９ 男１３７

女１０ 女１０ 女１６ 女２１ 女 ９ 女１５ 女 ８ 女 ８９

担任 小高 中村 栗原 筑波 副主任 瀬谷 秋山
海老沢 学年主任

副担任 猪狩 安 久賀谷 鈴木（辰）・樫村 神永



４月の行事予定

６日 (火) 始業式・新任式
頭髪指導

７日（水) 入学式

８日（木) 学年集会（服装指導）
LHR・対面式・離任式

13日（火） 特編授業
14日（水) 身体測定・特編授業
15日 (木) 特編授業
16日（金） 個人写真撮影
21日 (水) Ｂ日課・認証式
22日（木） アンケート調査
30日（金） Ｂ日課・学校基本調査 ４／６の新任紹介

左から猪狩・戸井田・寺本先生

５月の行事予定

6日 (木) 全校集会
10日（月) 評議委員会
12日（水） バス見学会
13日（木） 内科検診
14日（金） 尿検査
15日（土) ＰＴＡ総会
18日（火） 中間考査～ ～

20日（木）
21日（金) 前年度追認受付
24日（月) 生徒総会（5・6時間）
26日 (水) 進路希望調査 ４／６始業式 校長挨拶
28日 (金) 模擬試験

学年教師紹介
学年主任兼７組副担 神永豊 １組担任 小高 聡 ２組担任 中村 達

教科 社会 教科 理科 教科 英語

血液型 O型 血液型 B型 血液型 B型

好きな食べ物 好きな食べ物 好きな食べ物

お酒？ 何でも 鮨！

趣味 野球 趣味 登山 趣味 音楽鑑賞

一言 進路決定 一言 生徒の進 一言 一日一日を

に全力を尽くします。一所に頑張 路の実現のために担任としても教 大切に。

りましょう。！！ 科担当としても尽力したいと思い

ます。よろしくお願いします。

３組担任 栗原 英明 ４組担任 筑波 大 ５組担任兼副主任 海老沢宏子
教科 数学 教科

血液型 A型 血液型 B型 教科 国語
趣味 車いじり 好きな食べ物 血液型 ＡＢ型

・音楽好きな食 脂っこいもの 好きな食べ物

べ物 イカの塩 趣味 スポーツ 果物

辛 一言 賢者はど 趣味 茶道

一言 3年間はあっという間です。 んな話にも耳を傾けるが、愚者は 一言 前進あるのみ
頑張っていきましょう。 大切な話しさえ聞き逃してしまう

６組担任 瀬谷 貴光 ７組担任 秋山 康夫 1･2組副担任 猪狩 昌行
教科 芸術・ 教科 地歴公 教科 数学

国語 民・情報・商 血液型 Ｂ型

血液型 O型 業 趣味 スポーツ

趣味 宴会・ 血液型 A型 鑑賞・卓球

ギャンブル 趣味 テニス 好きな食べ物

好きな食べ物 ・旅・読書（社 肉・魚

鮨・肉・ 会科学・言語 一言 努力すれば必ず結果はついてき

学・論理学等） ます。お互い頑張っていきましょう。

一言 やんわり厳しく、協和と自 好きな食べ物 じゃがりこ

律で。 一言 理解力・創造力・表現力

３組副担任 安 めぐみ 進路指導主事・4 組副担任 5･6･7組副担任 鈴木 辰也
教科 英語 久賀谷 清一 教科 理科

血液型 O 型 教科 国語 血液型 Ｂ型

趣味 手芸 血液型 大型 趣味 旅行

好きな食べ 趣味 テニス 好きな食べ物

物 和菓子 好きな食べ物 うな重

甘露

一言 進路の目標を達成できるよ 一言 １年ぶりにこの学年に帰っ 一言 1 日に一つは、何か良い事があ

う、小さな事柄でも積み重ねてい てきました、よろしく。 ると信じて生活をしています。

きましょう。応援しています。

就職指導部長・5･6･7 組副担任
樫村 敦雄

教科 美術

血液型 Ａ型

趣味 自転車･釣り

好きな食べ物 漬物

一言 今年度も就職希

望者にとって最悪の年

となりそうです。気合と根性で乗り切りま

しょう！

第１回学年集会（４月８日）
初めての学年集会では、①学年主任挨拶 ②担任・副担任紹介 ③進路指導部長 久賀

谷先生講話 ④就職指導部長樫村先生の講和 ⑤生徒指導部長 五月女先生講話を行いまし
た。

主任挨拶内容
１．１年間の過ごし方

①進路決定の年である。
②大人としての考え方・行動をして欲しい。
③感謝の気持ちを持ち生活して欲しい。
④失敗を恐れず、何事にもチャレンジして欲しい。

対面式（４月８日）
1 年生３３３名との対面式を行いました。とても初々しい感じでした。２年前の皆さんと

オーバーラップし、とても懐かしく感じました。1 年生を見ていると、２年間で皆さん達は
とても成長していることが感じられました。今年もより一層成長して下さい。

そして内容は、学校行事・体育部や文化部の部活動紹介もありました。
最高学年として後輩から尊敬される人になってください。


