083−924−4607
☎

083−922−8511
☎

㈲いづみプリンティング
印刷所

者
行
発

西

之

が早まったり、思いのほか早い収束が
起こった場合には、中止にした行事の
見直しや新たな行事の開催など、生徒
ファーストでフレキシブルな活動をし
ていきたい考えです。年間予定を大幅
に変更したり、追加するなどは通常で
はありえないことではありますが、普
通じゃない現状を踏まえご容赦いただ
ければと思います。
話は変わりますが、今3年生の娘が
幼稚園児の時、ある先生が我々保護者
に「皆さんは立派な成人ではあります
が、これからは子育てを通じて親と
して成長していかなければなりませ
ん。」と仰っていたのを思い出しまし
た。あれから 年、親として成長でき
たのか…、自分ではよく分かりませ
ん。
今の日本では 歳で成人となります
が、高校卒業で大人と認めるというこ
と、子育ては終わりということなので
しょう。子育て最終章となるこの一
年、最後の子育てということを肝に銘
じ楽しんで過ごしたいと思います。
ＰＴＡ活動へのご理解とご協力、ご
参加のほどよろしくお願いいたしま
す。

隆

今年度の
ＰＴＡ活動について
ＰＴＡ会長

新型コロナウイルス感染症の勢いが
衰えず、今年度のＰＴＡ総会におきま
しても文書での評決となりましたが、
ご協力いただき誠にありがとうござい
ました。今年度ＰＴＡ会長を務めさせ
ていただきます西 隆之と申します。
一年間、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
コロナ禍に入学した1・2年生。修
学旅行にも行かれず、大学受験を迎え
る3年生。イベントや催し物、学校生
活の行事や部活も中止や縮小になった
りと、閉塞感漂う中、世界中の人々が
日常生活を破壊され、多くの犠牲を生
んでいます。今後、ワクチンの普及で
収束に向かうことを願うばかりです
が、私たちＰＴＡでも今できること
を、生徒たちの助けになることをやっ
ていきたいと思います。
山高ＰＴＡの看板行事でもあるピッ
タニアⅡを含め、8月までにある大学
視察や企業見学は現状と時間的なこと
から、中止になる見込みです。ただ、
去年同様の中止というのも残念です
し、ピッタニアⅡの主旨を汲んで代替
え的な事業を行えればと思います。
また、一般へのコロナワクチン接種
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不易と流行

織

～学校教育の第三の波を迎えて～

校 長

香

邉

一

正

Ａ活動は、いつの時代でも大切です。本
年度も総会をはじめとして、ＰＴＡの諸
活動に大きな制限が課せられることが予
想されますが、会員の皆様と一緒になっ
て、お子様方の未来につながる取組を進
めていきたいと考えております。引き続
き、御理解と御協力をよろしくお願い申
し上げます。

渡

昨年度の
ＰＴＡ活動の報告

ＰＴＡ副会長

示してもらった一社を先生方とともに選
定しました。ただ、新型コロナの状況に
よっては、行き先等の変更もあり得ます
が、子どもたちにとって、一生思い出に
残る体験をしてもらいたいと思います。
本年度も例年と同様、多くのＰＴＡ
事業を計画しています。その中でも、
「ピッタニアⅡ」という事業は、山高独
自の企画だと思います。子どもたちに興
味を持ってもらえるような県内企業を見
学したり、保護者の仕事を理解・体験し
たりする企画で、将来の職業選択の参考
にしてもらえるものです。
ＰＴＡ活動は、役員だけがするもの
ではなく、先生方、保護者、子どもたち
の三者が一緒になって活動するもので
す。皆さまのご理解とご協力をお願い
致します。

生徒のニーズが非常に高いことから、
昨年度からPTA行事として、保護者・教員
の協力の下、土日の校内での自習支援を
実施しています。
今年度も、受付等のご支援をいただけ
る保護者の方を募集し、継続していく予
定ですので、引き続きご協力をお願いし
ます。

村

の波の入り口にいるというわけです。
しかしながら、お子様が御自宅に持
ち帰られた端末等によって、授業を全て
行うわけではありません。昨年度の臨
時休業で再認識したように、生徒と教員
が同じ空間、同じ時間を共有する『対面
授業の重要性』を踏まえつつ、ツールと
して、ビジュアル化、個別最適化、そし
て協働化の観点からＩＣＴ機器を活用し
て、よりよい授業づくりを研究してまい
りたいと考えています。無論、教科・科
目の特性や、同じ科目であっても単元に
よって活用のしかたが異なることが予想
されます。「時代を超えて変わらない価
値のあるもの」（不易）と「時代の変化
とともに変えていく必要があるもの」
（流行）を見極めながら、どこで、どの
ように活用するのが効果的かといった試
行錯誤の実践研究を行うことになりま
す。是非、保護者の皆様にも御理解をい
ただきたいと思います。
また、不易という観点で見ると、御
家庭と学校の連携があって成立するＰＴ

本年度のＰＴＡ総会において、副会
長に選任されました。一年間、どうぞよ
ろしくお願い致します。昨年度も幹事と
いう役職をいただいていたのですが、Ｐ
ＴＡ事業がほとんど中止となってしまっ
たため、ＰＴＡ事業の概要しか分からな
い状態です。そんな中、参加できた事業
の中で、思い出に残っているのは、「令
和三年度修学旅行検討会」です。本年度
の修学旅行について、昨年度に修学旅
行の内容を検討するというものでした。
例年、ＰＴＡ役員のうち一年生の保護者
から二名参加しているということでした
ので、部長の櫛﨑恵さんと私がＰＴＡ代
表として参加しました。旅行会社数社か
ら修学旅行内容をプレゼンテーションし
てもらい、その中から、良いプランを提

土日の自習支援活動について

木

保護者の皆様には、平素から本校教
育及びＰＴＡ活動の推進に御理解と御協
力を賜り、心からお礼を申し上げます。
さて、「ウィズ・コロナ」の生活
も、かれこれ１年以上となりました。こ
の間、感染対策について新たな知見を少
しずつ得ながら、本校においても、授業
や学校行事等を工夫して行っているとこ
ろです。
そうした中、昨年度、一人一台端末
の貸与や教室への大型提示装置の設置な
ど、これまでにないスピードでＩＣＴ環
境が整備されました。この背景には、再
度の臨時休業への備えとともに、社会全
体で進んでいるＤＸ（デジタル・トラン
スフォーメーション）へ
の教育分野での対応とい
う意味合いがあります。
この変革は、日本の学校
教育における第三の波と
みることができます。第
一の波は、本校の前身で
ある山口中学が開校した
２年後の「学制」公布、
第二の波は戦後の民主
化、そして、いま、第三
入学式（4/8）
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【理科（化学）】

山口高校にて２年目を迎えていま
す。日々いろいろな業務の中で、山高
の生徒や先生方、地域の皆様や卒業生
の方々と接する中で、改めて山高の伝
統や文化、至誠剛健の気質について理解を深めてい
ます。今後とも御支援をお願いします。

教務部長

松嶋 亜弓

【英語】

１人１台端末などを活用した新しい
学習・学校生活の在り方を模索し、転
んでもただでは起きないぞという精神
で、山高生の学校生活がコロナ前以上
に充実したものになるように工夫しながらサポート
していけたらと考えています。どうぞよろしくお願
いいたします。

進路部長

山川 浩

【国語】

いつもお世話になります。進路部長の
山川と申します。先の見通せない不安定な
状況が続いていますが、このような時代だ
からこそ、自分の道を最後まで突き進むこ
とが必要ではないかと思います。生徒たちが最後まで自分
の思いを貫くことができるようできるかぎりの努力をして
まいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

情報企画室長

札塲 高志

【数学】

副校長、教頭、各部長の先生方紹介

樋森 明登

教頭

原本 悦美

副校長

【英語】

本年４月に着任しました原本と申し
ます。新型コロナウイルス感染症は未
だ収束に至っておりませんが、私たち
がこの一年間学んだことを活かし、生
徒が安心・安全で、充実した学校生活を送ることが
できるよう、保護者の皆様と一緒に考えていきたい
と思います。どうぞよろしくお願します。

【理科（化学）】

佐々木 辰博

生徒部長

【理科（化学）】

私は教員生活32年間生徒部を担当し
てきました。生徒指導において大切な
ことは｢それが本当に生徒のためにな
るのか｣を考えることだと思います。
目の前の事象に惑わされずに本質を見抜き、生徒
に厳しく対応することが必要であれば躊躇はしませ
ん。

スクールカウンセラー

松尾 尚子

山口高校13年目を迎えま
した。何年居ても新鮮な
気持ちです。自分らしく
学校生活を送っている山高生にはいつも
エネルギーをもらっています。お子さん
の持つ力を信じ、見守り支えて頂けると
幸いです。

❸

岩田ゆき乃

【保健体育】

見えない敵に振り回され、我慢の日々が続い
ています。この難局を乗り越え、未来へ進むた
めの雌伏の時と前向きにとらえましょう。激変
する社会で、今 何ができるか、模索し、創意工
夫し、新たな事にチャレンジしていく強い心をもちましょう。
安心・安全な学校生活となるよう、皆さん感染症対策にご協
力ください‼

理数科室長

理数科の活動状況を
発信しています。

充

昨年の４月より、総務部長となりまし
た木村です。山口高校勤務が10年目に
なります。昨年度はコロナ禍で戸惑う
ことも多々あった１年でしたが、今年度
はその戸惑いをプラスに変えていければと思っていま
す。保護者の皆様と関わることが多いと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。

環境保健体育部長

情報企画室は学校のホームページ、生徒
の皆さんへのサーフェースの貸与、配付等を
行っています。
コロナ禍の中、様々な対策が立てられるよ
う方途を考えていきたいと考えています。また、学校の情報
もホームページ等を使い配信していきます。要望等ありまし
たら、jk@yamaguchi-h.ysn21.jpまでお寄せください。

山口高等学校理数科
公式Facebook

木村

総務部長

木山 幸太

【理科（化学）】

探究学習を通して、理数科生には未
来を切り拓く力を身に付けてほしいと
思っています。コロナ禍の現在もそう
ですが、予測困難とされる未来におい
て、探究学習で身に付く最適解を見出す力は益々大
切になると感じています。理数科Facebookにて、活
動の様子を発信しています。是非、ご覧ください！

保健室

久保 明子（左）
石川 めぐみ（右）

今年度の山高健康の日は、未来を
担う生徒たちに、コロナ禍をより健康
で柔軟に逞しく過ごし、また急速に変
化しているオンライン社会とのよりよ
い関係を築いてほしいと願い、企画を
進めています。テーマは「ディスタンス～コロナ禍に思う～」です。９
月14日(火)、11月11日(木)が、親子で学ぶ機会となれば幸いです。
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担

任

紹

２年
１組

介
久保

智子

【国語】

藤岡

雅子

【英語】

本年度着任しました。今のところはま
だ、2年目の生徒たちに助けてもらって
いる1年目です。後輩もでき、日に日に
頼もしくなっていく2年生を、担任とし
て精一杯サポートしていけたらと思って
います。

１年

５組

中庭の青竹のようにぐんぐんと成長し
ていく生徒達。共にこの学舎で過ごせる
ことに感謝しています。コロナ禍が続き
まだまだ制限はありますが、充実した学
校生活を送ってもらえるように支えてい
けたらと思っています。

１組
中野

充代

【英語】

昨年と同じ1年生の担任となりまし
た。昨年の経験も活かしながら、元気
いっぱいの1年と日々楽しく学び、成長
（？）していきたいと思います。よろし
くお願いいたします。

６組
髙橋

２組
隅廣

敬太郎

【保健体育】

山高２年目となりました。昨年は、５
月末からの新学期スタートでした。４月
からスタートできた今年は幸せです。ま
だまだ制限はありますが、学友とともに
過ごせる日常は何物にも代え難い宝物。
２年次にフルコミットしよう！！

孝明

【地理歴史】

「まぁ、ええことにしようか…。」という私
の口癖が、クラスのお気に入りになったようで
す。生徒には、「自己肯定感を高める自己評価
の言葉だ」と、調子よく説明しています。常に努
力を要求される山高生が〝たまに羽を休める場
所〟、そんなクラスであってほしいと思います。

４組
阿比留

山高3年目を迎えました。私自身が学
校生活に慣れたようで慣れていないよう
な今日この頃。コロナ禍で制限はありま
すが、生徒のみなさんの一度きりの高校
生活、充実した時を過ごせるようにしっ
かりサポートしていきたいと思います。

７組

３組
津枝

周仁

【保健体育】

豊嶋

佑典

【数学】

相手を敬う、ルールを順守する、言っ
たこと(宣言)は貫き通す。これらは私の
趣味の１つであるカードゲームから学ん
だ事ですが、人と接する上で大切なマ
ナーだと思います。遊びから得られるも
のも、案外大事です。

８組
伸爾

【地理歴史】

山高４年目です。学びたいという生徒と
教えたいという先生が集う山口高校が大好
きです。３年間務めた３年担任の経験を生
かして、皆さんの自己実現に少しでも力に
なれるよう、初心を忘れることなく精進し
たいと思います。よろしくお願いします。

富家

２組
石田

亜里子

【家庭】

まっすぐ前を向く素直な生徒達の力に
なりたいと思う毎々です。かわいらしい
１年生がだんだん大人の顔になっていく
のを楽しみにしています。ホップ・ステッ
プ・ジャンプといけるようにホップのサ
ポートをしたいと思います。

３組
水津

孝紀

【公民】

今年度着任しました水津です。高校卒
業以来、久しぶりに山口高校に戻ってこ
れたことを大変嬉しく思っております。
勉強や部活動など、全てのことに全力
で挑んでいく山高生のサポートができる
よう頑張ります！

４組
昌子

【数学】

何十年も前、自分が高校生だったと
き、同期生約440人中、女子は65人し
かいませんでした。理数科の女子は6人
でした。今年の理数科は男子20人、女
子20人。時代の流れを感じます。元気
溌剌の山高生を全力応援します！

堤田

祐子

【英語】

４月に転勤してきました。山高の生徒
は一人ひとりのユニークな個性をぶつけ
合いながら何にでも真剣に取り組むの
で、よりよい成果が生まれている気がし
ます。１－４も個性全開、みんなで成長
していけたらと思います。

❹
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５組
高野

ク

朝男

【理科（物理）】
日常の活動に制限を受けて１年以上経
ちますが，山高生の元気な姿に励まされ
ています。生徒の興味や関心を大切にし
て，各人の進路実現に向けてその力を
引き出せる指導をしていけるよう努めま
す。どうぞよろしくお願いします。

知良

【地理歴史】

面白きこともなき世に面白く、したた
かに・しとやかに・しなやかに、あせら
ず・あわてず・あまえず・あきらめず、
軽妙洒脱・当意即妙に、ちょっと創造し
く生きる、をモットーにしています（盛
りすぎたかも？）

【数学】

今年度着任しました、溝部です。３年
生の担任として責任を感じております。
生徒一人ひとりの思いに寄り添い、進路
実現に向けてサポートしていきます。山
高で一緒に心の動く経験を共有しましょ
う。よろしくお願いします。

由美子

【英語】

１年生の時から担任をさせていただい
て３年目となりました。心優しく、節度
ある高校生に成長している姿を頼もしく
感じています。学校行事や自分の目標達
成に向けて一緒に頑張りましょう。

純一

【理科（化学）】
保護者の方には、普段から様々なご支
援・ご協力をいただいており、心より感
謝申し上げます。クラスや学年そして山
高のために全力を尽くしますので、本年
度もよろしくお願い致します。
※写真はサッカー少年だった頃

❺

５組
石井

遼太

「どんな大人になりたいか」とクラス
の生徒達に問いかけました。私は「何事
も前向きに全力を尽くしつつ遊び心を忘
れない大人」になりたいです。まだまだ
理想にはほど遠い34歳、生徒と一緒に
頑張ります！

６組
田中

２組
祐実

昨年に続き、3年の担任をさせて頂いて
おります。生徒の皆さんの人懐っこさ、元
気さに助けられている毎日です。一人一
人の後悔のない進路実現に向け、私も元
気にサポートしていきたいと思っており
ます。よろしくお願い致します。

泰士

【数学】

山口高校に着任して４年目になりました。
今年度は３年次の担任として、生徒の∞（無
限大）の可能性を引き出せるよう、頑張って
いきます。「つぶやき」も３年目に突入しま
したが、「泰士（ヒロシ）」という名前を浸
透させるべく、今後も書き続ける所存です！

向井

達也

【国語】

５月末、二児の父となりました。その翌日
の学級日誌には「仕事と家庭の両立を頑張っ
てください」とのコメントが…。嬉しい反面、
「勉強と部活の両立を頑張れ」と言っている
自分にグサグサ刺さりました。両立されてい
る皆様の凄さが身に沁みる今日この頃です。

７組

３組

４組

９組
石田

山高３年目、今年度もホームルーム担
任、剣道部監督としてよろしくお願いしま
す。教員となって10年以上が経ちました
が、３年連続のホームルーム担任は初め
てです。入学時から見てきた生徒たちの
本気の努力を見守りたいと思います。

山田

８組
津田

護

【英語】

拓也

ス

【数学】

佐々木

刀禰

７組
溝部

１組
【地理歴史】

６組
浅田

３年

ラ

百合野

【数学】

直

趣味が増えてしまったので、体が３つ
くらいほしいです。そんなとき、小学生
時にNARUTOの影分身の術の練習をし
ていた事を思いだしました。今なら２人
くらいにはなれるのではないでしょう
か・・・。

８組
俊恵

【国語】

高校生活集大成の年となりました。明
るくて活気のあるクラスで、担任として
もやりがいを感じています。お互いに今
できることを精一杯やって、いろいろな
試練を一緒に乗り越えていこうと思って
います。よろしくお願いします。

秋本

琢也

【英語】

40人＆担任、副担任までメンバー変
更なしの２年理数科。これって意外と凄
いことかも。マンネリ感やうんざり感を
カラ元気と寒いジョークで払拭し、楽し
さと厳しさとけじめとメリハリで愛され
る理数科を目指します。

ワンチーム
一年次主任【英語】

江

田

中

高校生活、始まる
一年七組

昊

慈

14

宏

生活・安全部から

11

山高に入学して二ヶ月が経ちまし
た。高校生活にも慣れてきて山高のこ
とを知っていくうちに、山高を志望し
てよかったと心から思うようになりま
した。
私は、山高が学業と部活動がとても
ハイレベルな高校と聞き志望校に決め
ました。入学直後は、特に勉強面で不
安がありましたが、先生方の熱心な指
導と、頼もしい同級生の存在で前向き
に頑張ろうと思えるようになっていま
す。授業を真剣に受けた後は部活で
す。自分の道を究め行くのはとても面
白く楽しいです。
素晴らしい環境の山高を生かし切る
かは自分次第。しっかり頑張り抜きた
いです。
生徒会行事（地域清掃ボランティア）（4/27）

来

す。クラスによって元気のいいクラ
ス、穏やかなクラスと様々ですが、そ
れぞれ新たな人間関係を築き上げて
いっているようです。
感染状況は予断を許さない状況が続
いていますが、山高総体や合唱大会、
銀鐘祭などの学校行事を、制約はかか
りますが、できる範囲で精いっぱいや
らせてみようという計画で動いていま
す。勉強だけでなく学校行事にも全力
で取り組むという山高の伝統をしっか
り引き継いでいけるよう、サポートし
ていくつもりです。そして、これらの
学校行事を通して、さらに関係を深
め、切磋琢磨し、一年次全体が一つの
チームとして様々なことに取り組んで
いくことを目指していくつもりです。

始業式（4/8）

瀬

着任式（4/8）

第１回 登校見守り
（6/16）

生活・安全部は、生徒たちが
日々、健全・安全に過ごせるよう
健康に関する意識啓発や交通の見
守り等を行っています。
今年度は6月 日と9月 日に
登校見守りを実施し、学校周辺の
交差点で交通安全指導を行いま
す。また、 月 日の山高健康の
日「保護者の会」では、健康に関
する様々なテーマで講座が多数開
講されます。
コロナ禍の中ではありますが、
心身ともに明るく健康な山高生で
ありますよう、応援します。
生活・安全部長 山本 庸子

16

11

昨年同様コロナ禍での船出でした
が、なんとか休校にならずにここまで
来ることができました。私たちは当然
マスクをしなければならず、スタート
当初はこれで子供達をきちんと認識で
きるのだろうかと、戸惑ったものです
が、毎日きちんと顔を合わせていれば
何とかなるもので、今では毎日の授業
や部活動を通してお互いの理解が深
まっているのを感じます。そして、入
学当初はその目元の表情に緊張があふ
れていた子供たちも、学校生活に慣れ
穏やかな表情に変わったのがわかりま
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❻

内なる声と足元の小石

川

美代子

二年次主任【英語】

淺

西

岡

玲

共に高め合う仲間の存在
二年六組

南

学習にスポーツに忙しい毎日です
が、だからこそ、友人たちとの他愛の
ない会話の中にも小さな幸せや喜びを
感じ、仲間の存在の大切さを実感して
います。
将来の夢や希望を現実のものにする
ために、これからも仲間と高め合い、
努力を継続していきたいと思います。

企画・研修部から

企画・研修部では、例年であれ
ば六月には校外研修として大学訪
問（本年度は九州大学）、九月に
は銀鐘祭で喫茶・遊休品バザーを
開催します。
しかしながら皆様もご周知の通
り、新型コロナウイルスの感染状
況がこの春急激に悪化してしま
い、これらの活動を行うことは大
変厳しい状況となってしまいまし
た。
前向きに活動内容を検討してい
る所ではありますが、日々変化し
ていく感染状況の中で事前に具体
的なご案内をする事が難しい現状
です。何卒、皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。
また、行事開催の折には、是非
ともご参加ください。
企画・研修部長 神池 裕美

❼

将来の選択に一歩近づく二年生に進
級し、いっそう気を引き締めて日々の
生活を送っています。
山口高校には文武両道の精神をもつ
仲間が大勢いて、部活動で汗を流した
後に課外や自習に励む友人の姿は、い
つも大きな刺激となっています。所属
する山岳部でも、チーム全員で知恵を
出し合い励まし合って苦しい場面を乗
り越えた経験が自信につながりまし
た。

生徒会役員認証式（5/25）

てはならない」「他人の意見という雑
音に、自らの内なる声をかき消させて
はならない」というスティーブ・ジョ
ブズの言葉は、何かと先回りして子供
たちの足元の小石を拾おうとする、
我々大人へ戒めの言葉のようにも読め
ました。叱咤激励だけでなく、自由な
発想で自ら発見するその時をじっと待
つこともまた必要です。生徒の大切な
気づきと、貴重な成長の機会を奪わぬ
よう努めていきたいと思います。
今年度の修学旅行は、より安全に実
施するため、大きく内容を変更するこ
とにしました。有意義で思い出に残る
修学旅行となるよう、こちらに関して
は、せっせと小石を拾ってまいりま
す。今年度もどうぞよろしくお願いい
たします。

離任式（4/16・令和3年度人事異動で
転出された先生が出席されました）

授業中、教科書の英文を読んで、示
唆的な言葉にはっとさせられることが
あります。高校生の心に響いてこそで
しょうが、かつての高校生の胸にも
ぐっと刺さることがたびたびです。時
制の概念を説明中、耳元を時間が音を
立てて過ぎていくようなイメージが浮
かんだこともありました。
多感な高校生のことですから、きっ
と私の何倍も鋭い感性で周囲の刺激を
日々様々に受け取っていることでしょ
う。「人生には限りがあるのだから、
他人の人生を生きて、それを無駄にし
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高い目標を
明確に持って
健

三年次主任【英語】

尾

一

日常に感謝
三年七組

横

山

颯

音

昨年に引き続き、新型コロナウイル
スの流行により、当たり前だった日常
が当たり前ではなくなり、その大切さ
に気付きました。今ある自分の環境は
当たり前ではなく、奇跡の連続で、何
事にも感謝しないといけないなと感じ
るようになりました。
今年は受験生となります。受験は家
族・友達・先生など様々な方の支えが
なければ、決して乗り越えられないと
思います。そして、感謝は口に出さな
いと伝わりません。今年一年は自らも
頑張りながら、「ありがとう」をたく
さん伝えていこうと思います。
今ある日常に感謝して、今年は縮小
で行われる学校行事を全力で楽しみ、
様々なことにおいて支えてくれる方々
に「ありがとう」を伝え、悔いの残ら
ないように受験を乗り越えようと思い
ます。
PCR検査キットの配布（高校生等を
対象に一斉検査が実施されました）

当時の彼の偏差値からは、まだまだ隔
たりがあり、その瞬間は耳を疑ったほ
どでした。しかし、その後の彼は猛勉
強を続け、偏差値は右肩上がり。現役
での合格はなりませんでしたが、一年
の予備校生活を経てその志望大学に見
事合格を果たしました。それ以来、進
路指導をするとき、生徒たちの限界を
大人の尺度で決めつけてしまっていな
いかと意識するようになりました。
まずは、生徒本人が強い意志で自分
の志望校を明確に意識すること。本当
に行きたい大学に出会ったら、今の成
績では無理だと決めつけずに本気で目
指す努力をすること。努力すれば必ず
合格するとは言えませんが、努力しな
ければ次のステージには進むことはで
きません。
私たちも生徒たちの頑張りを保護者
の皆様とともにサポートして参りたい
と思います。今年度もよろしくお願い
いたします。

避難訓練（5/25）

岩

いよいよ最終年次となりました。新
型コロナウイルスの感染拡大防止には
まだまだ気を抜けない日々が続きます
が、生徒それぞれの進路実現に向けて
教職員一同全力でサポートしていきた
いと思っております。
もうご家庭でも志望校についてはご
相談されていることと思います。ぜひ
高い目標を掲げて頑張り続けてほしい
と思います。
十数年前に出会ったある生徒のこと
について書きたいと思います。三年に
なる直前の春のことです。彼は突然、
私にある大学の名前を告げ、そこに行
くことにした、と宣言しました。その
大学は日本でも有数の有名私立大学。
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編 集 後 記

吹く風も爽やかな初夏の季節と
なりました。新型コロナウィルス
の脅威は今も尚、日常生活の随所
に差し響いています。
しかし、この厳しい状況下にお
きましても、先生方をはじめ、保
護者の皆様や生徒たちの前向きな
活動により、精良な学校生活が送
れているのではないかと思いま
す。
今年度最初の発行にあたり御協
力くださった皆様、ありがとうご
ざいました。今後も不安定な日々
との闘いが続くと思われますが、
その中でも生徒たちの直向きな姿
を、広報誌を通じて全力でお伝え
したいと思っております。
一年間、どうぞよろしくお願い
いたします。
広報部 小林 元映

授業公開（6/16）

❽

