６月の行事予定

21 日（金)
22 日（土)
25 日（火)

3 年 A・B 三者面談・B 日課
ST・S 授業日
期末考査

28 日 (金)

期末考査・頭髪・服装チェック・就
職ガイダンス
ST・S 授業日

下記の人たちが各クラスから選出され、４月１７日
（水）に１学期の委員長・副委員長の認証式が行われま
した。各クラスのリーダーとして、クラスづくり・クラ
ス運営の中心となって活躍してくれることを期待してい
ます。また、第３学年のリーダーとしても活動していた
だきますのでよろしくお願いします。以下委員長・副委
員長の抱負を載せました。

4 号館５ F）

委
員
長
小澤 翔平
私が委員長に立候補したのは、その立
場に身を置くことで自分を高めたいと
思ったからです。クラスのみなさんに
選んで頂いたからには、最高のクラス
を目指して身を尽くしていきたいと思
います。

星 綾夏
２年生の時もとてもいいクラスだと感
じていましたが、そのクラスをさらに
いいクラスにしたいです。クラス全員
で受験に向けて頑張っていけるように
まとめていきたいです。

２組

橘川 祐太
今まで以上のよりよいクラスにできる
ようにがんばります。３学年で１番の
クラスにしたいです。

山野邊 せいら
進路実現に向けて少しでもクラスの雰
囲気が良くなるようサポートしていき
たいです。

３組

堀井 美沙子
進路を控えたこの時期に委員長にな
り，とても責任を感じています。いよ
いよ本格的に受験勉強が始まるので，
学習がはかどるような良い雰囲気をク
ラスで作っていけるように頑張りま
す。

朝日 陸斗
１年生から数えて，今回で３度目の副
委員長に任命されました。 １年生の
時から一緒のクラス全員が進路実現で
きるように，意識を高く，クラスのた
めに頑張ります。

１組

是非、ＰＴＡ総会に参加しクラス担任と懇談を行って下さい。宜しくお願い致します。

５月の行事予定

17 日（金）
18 日（土)
20 日（月)
21 日（火)
22 日 (水)
25 日 (土)
27 日 (月)
30 日 (木)

中間考査
PTA 総会
生徒総会（6・７時間）
就職ガイダンス
進路希望調査
ST・S 授業日
衣替え移行期間・尿検査
代ゼミ・進路マップ

～

学校基本調査
進路適性検査（HR)
ST・S 授業日
中間考査（午後代休）

～

1 日 (水)
8 日 (水)
11 日（土)
15 日（水）

４／１７認証式代表 6 組中野由唯

４／９新任の先生紹介

正・副委員長決定

また、今月は講演会と PTA 総会が 1 ８日（土）に開催されます。積極的に参
加してくださるようお願い申しあげます。
内容は 8:40 ～ 9:25 授業参観
10:10 ～ 11:40 講演会（体育館） 境野先生
12:10 ～ 13:00 PTA 総会
13:00 ～
移動・昼食（各学年 PTA 会場）
13:20 ～ 14:20 学年 PTA・学級懇談（3 年 音楽室
14:30 ～ 15:00 役員・専門委員顔合わせ

～

～

29 日 (土)

～

衣替え・漢字検定
評議委員会
芸術鑑賞（午後）
衣替え移行期間終了
ST・S 授業日・英語検定
尿検査 未提出者
ニュース時事能力検定
3 年 A・B 三者面談・B 日課

～

早いもので新学期が始まったなと思っていましたら、もう 1 ヶ月経ち
ました。
先月に 1 年生の対面式・身体測定・写真撮影様々な事が実施されました。
また、4 月９日に頭髪指導を行いました。昨年も書きましたが、注意される生徒はいつも
一緒です。どうして、聞き入れることが出来ないのか、理解できません。「頭髪・服装の乱
れは心の乱れである。」しっかり直しましょう。
先月、進路希望調査を行いました。結果は、進学希望者は１６９名（78 ％）で内４年制
大学希望者は、１０２名・短期大学希望者３名・専門学校希望者６０名・未定者４名、就職
希望者は４１名（19 ％）で就職も進学も未定者が６名でした。未定の理由はわかりません
が、しっかり自分の進路について考え、行動しなければならない時期です。ご家庭でも、ゴ
ールデンウィーク期間にオープンキャンパス等参加し、どんな準備が必要なのか、どんな学
習計画が必要なのか。早急に計画を立ててください。不明な点は、担任にどんどん質問して
ください。来年３月に笑顔で卒業を迎えられますようにお互いに頑張りましょう。
今月は中間考査もあります。3 年生の 1 学期は進路に大切な仮評定が出されます。ですか
ら 1 学期の中間・期末考査は特に大切になります。しっかり準備し結果を出せるようにして
ください。

1 日 (土)
３日 (月)
５日（水)
６日（木)
８日（土)
12 日（水）
15 日（土）
17 日（月）

副

委

員

長

４組

西野 春菜
来年の今頃、クラス全員が笑って新し
い場所で頑張れるように率先して、行
動できるよう気を引き締めてつとめて
いきたいと思います。

矢吹 晃大
進路決定の学年となり個人個人自己実
現できるよう、クラスの雰囲気を大切
にしていきたいです。

５組

矢部 沙織
学校行事等が良い思い出となるよう
に高校最後の年を盛り上げます！

６組

中野 由唯
私ははじめて委員長になりました。よ
りよいクラスになるように自分の出来
ることを精一杯やり、まとめていきた
いと思います。

田代 拓也
高校最後の年を盛り上げるために委
員長のサポートをし、クラスをまとめ
ます。
岡部 菜々
３年生になり、はじめて副委員長をさ
せていただきます。はじめてなので解
らないことがあると思いますが委員長
と協力して３－６がよりよいクラスに
なっていくように精一杯頑張ります。

７組

杉田 大輝
去年に続いてやることになりまし
た。高校最後の年なので、行事などで
一致団結できるよう、また、楽しい思
い出が残せるようクラスのために頑張
ります。

柴田 希望
初めてクラスの副委員長をすること
になりました。クラスでのいろいろな
ことがスムーズにいくよう、正委員長
をサポートしていきたいと思います。

制服セミナー

４月１７日（水）の５時限目に制服セミナーが開催されました。講師は宮本由利子先生で
した。宮本先生は本講の制服選定にも参加してくれた先生でした。とても良いセミナーでし
た。
内容は
①海外でのユニホームの状況。
スコットランドのイートン校・ダリッジ校
アメリカのカリホルニアの学校
日本の学校
②ユニホームの役割・意味。
誇り・品位・楽しさ・信頼・安心・責任がある。
オリンピック選手の選手＝内面的パワー
③ユニホームの影響力
パイロット・アテンダント・ホテルマン＝誇りと責任を感じる＝その制服を着た
い。

④美しい着こなしのポイント。
自分の体型の特徴とサイズを知る。（ジャストサイズ）
洋服のマナーを身につける（TPO）
見られているという意識を持つこと
⑤制服は学校を写す鏡
だらしない服装＝学校のイメージダウン
↓
進学・就職に影響
⑥制服の手入れ方法
ハンガーにかける
ジャツは選択し白さを保つため洗濯する。
↓
自分で行う
↓
社会に繋がる

就職ガイダンス始まる
４月２３日に第１回就職ガイダンスが始まりました。買い手市場の今日、本校の就職担
当者は、様々な工夫を凝らし指導に当たる予定になっています。 このガイダンスは、基本
月１回行う予定です。学年の目標は、進学も就職も１００％ を目指したいと思います。そ
の際の大切なことは、自分の人生を決める大切なことであることの認識が必要だと思います。
他人事にせず、しっかり考え、行動することが、勝利への第１歩です。

