矢

光

だきたいと思います︒

PTA会長

素

子

苦手なことに対して︑全く興味を

示さない人︑ノックをしてみて扉を
開ける人開けない人︑取りあえずの

ぞいてみる人︑色々な人がいます︒
私は︑皆さん一人ひとりがこの要

業おめでと

卒業生の
皆さん︑卒
うございま

す︒高校を
卒業して︑就職すれば︑もう勉強し
なくてもいいというのは間違いです︒
どんな職についても︑生産性を上げ︑
消費者により喜ばれるような商品開
発をするために考え︑努力すること
が必要だからです︒
アメリカのジェームズ・ガーフィ

素を全て持っていてくれたらいいな︑
と思います︒そして︑皆さんがこれ
から出会う様々な場面に応じて選択
し︑悪いことには手を染めず︑誠実
であり︑楽しいことをみつけて夢中
になれる︑そんな風に自分の人生を
作り上げていってほしいと思います︒
結びに︑卒業生の保護者の皆ざま︑
お子さまのど卒業おめでとうござい
ます︒就職される方︑進学される方
それぞれ自立の時期ではありますが︑
ど家族の支えを必要とする場面もあ

棄

藤

仲

之

ろうかと思います︒どうぞ︑これか
らもお子さまを見守り続けてくださ
いませ︒
三年間︑PTA活動にど協力いた
だき︑本当にありがとうございまし

長

た︒感謝申しあげます︒

校
﹂
︒
か

熱意に打たれた校長は︑即座に受
け入れた︒学校で働き︑その給金で
授業料を払うことになった︒
彼は︑毎朝五時から︑校内の掃除
を始めた︒授業に参加し︑放課後は
再び全校舎の掃除をするのが日課に
なった︒広大な区域を掃除するのは
並大抵のことではなく︑激しい労働
の合間に︑彼は二心不乱に勉学を続

大学に進んでも熱烈な勉強ぶり

けた︒学生の中で︑自由になる時間
が一番少ないはずなのにガーフィー
ルドの成績は︑常に学年トップだっ
︒
た

たい︒しかし︑家庭の事情で親から
一セントの学費ももらえません︒は
なはだ厚かましいお願いですが︑私
を校務員に採用して︑日中だけでも︑

彼は︑志望校の校長に面会を申し
込み︑志を述べた︒
﹁私は︑ぜひあなたの学校で学び

ていたのだ⁝・︒﹂

いていた︒﹁やはり僕よりも勉強し

ールドという人の話をします︒
彼は︑幼いころ父を亡くし︑極貧
の生活を強いられ︑高校入学を希望
していましたが︑学費はありません︒

私達は一人ひとり性格が違い︑考

勉強させていただけないでしょう

たりに目をやると︑まだ明かりがつ

え方が遠い︑苦手なこともそれぞれ
でしょうが︑英語が苦手な人は多い
と思います︒ですから︑これからこ
の様な機会があった時には︑ぜひ自

は︑変わらない︒成績抜群であった
が︑どうしても数学は一番になれな
かった︒同じ寮の友人に負けてしま
い︑悩んだ︒ある日︑消灯時間が近
づき︑ベッドに入ろうとしたが︑ラ
イバルが気になり︑友人の部屋のあ

分をふるい立たせて︑参加していた

in松尾高校﹂を覚えていますか？
英語に親しみ︑外国の人とこわがら
ずに英語で話してみようという取り
組みでした︒

昨年の夏休み︑﹁スタディランチ

ないかと思います︒自分自身を大切
にしながら︑新しい環境︑新しい人
間関係に一つひとつ慣れ親しんで︑
新しいつながりを求めてください︒

ただいたことも︑自分の責任のもと
に行動することが増えてくるのでは

時に心に決めたことは︑達成できた
でしょうか？
部活動で力を出し切った方︑勉強
に力を入れた方︑友人とのつながり
を大切にできた方︑この三年間ので
きごとは︑皆さんの心の豊かな栄養
になってくれたことと思います︒
卒業後︑そのままど家族と過ごす
方も︑一人暮らしを始める方も︑皆
さんの環境は大きく変わることでし
ょう︒今までど家族の方に助けてい

松尾高校で過ごした三年間は︑ど
の様に流れていたでしょうか？入学

とうござい
ます︒

卒業生の
皆さん︑ご
卒業おめで
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彼は明りが消えるのを待つことに

はたしてそれは︑ほんの数分間の

した︒

対する感謝の念で一杯だと思います︒

の前途は︑夢と希望にみちておるこ

卒業後︑ただちに社会にでて働か
れる方︑さらに進学ざれ︑大学・そ
の他の学校で学ばれる方もありまし
ょう︒いずれにしましても︑皆様方

とでしょう︒

差でしかなかった︒﹁これだー・この

数分問だ︒﹂
次の晩から彼は︑友人より数分間

の力だけでこの日を迎えられたので
はないことを覚えておいてください︒
勿論︑皆さんを支え続けてくれた保
護者への感謝の気持ちも忘れずにー・
よく学校内では︑学年主任の名前
をとって︑○○学年と言います︒皆

皆さんを見放さず︑辛抱強く指導し
てくれたと思います︒今︑﹁卒業﹂
を迎えられる皆さんは︑決して自分

学年の先生方特に担任の先生方は︑

ました︒
三年間を振り返って見ると︑とに
かく色々と手の掛かった生徒集団で
あったような気がします︒それでも

は出来ないのだから︒﹂とお願いし

は︑はずれても他所の子にすること

様に伝えました︒また︑学年の先生
方には︑﹁生徒を自分の子供だと思
って面倒見てください︒自分の子供

の入学式後の保護者会で︑﹁お預か
りした生徒全員を卒業させたいで
す︒﹂という私の思いを保護者の皆

平成二十四年四月九日︑期待と不
安を抱きながら本校に入学した皆さ
んも︑三年間の努力が実り卒業の日
を迎えることとなりました︒皆さん

3学年主任清宮富雄

松尾高校の同窓生の二員として︑
誇りと自信をもたれ︑多方面で︑ど
活躍されますこと祈念いたし︑お祝
いのことばといたします︒

ております︒

らめたり挫折しないでほしいと願っ

です︒困難なことが︑たくさん待ち
受けておりましょうが︑何ごとにも
毅然と立ち向かう勇気を持ち︑あき

夢は大きくもって下さい︒
その夢を実現させるのは︑自分自身

遅く寝ることにして︑その分多く勉

強した︒この結果は︑成績にも表れ︑
数学でもライバルを打ち破った︒
努力の積み重ねによってガーフィ
ールドは︑四十九歳の時にアメリカ
合衆国第二十代大統領に就任した︒
わずかな時間を活用し︑努力する
ことによっていかに大きな結果をも
たらすかを証明する話です︒
学ぶことに対する欲求を強く持ち
続け︑努力することは︑自分自身を
高めるだけでなく︑それが幸せな暮
らしを提供することになれば︑社会
に対する大きな貢献にも結び付きま

︒
す
ガーフィールドのように強い志を
持ち︑わずかな時間を大切にして︑
勉学に励んだことを教訓として︑短
時間でも学ぶことの大切さを認識し︑
実行する生活を期待しています︒

︻参考文献︼
﹁こころの道﹂木村耕一編著一万
年堂出版

同窓会長

古谷博子

ど卒業おめでとうございます︒
厳しい受験戦争を勝ち抜かれ︑この
松尾高校に入学されて︑早くも三年
がたちました︒皆様方のど努力が︑
みごとに実を結んで︑ここに卒業の
日を迎えられましたこと︑心より︑

お祝い申し上げます︒
校長先生はじめ諸先生方に︑この
三年間︑献身的など指導いただいた
こと︑又ど両親はじめ大勢の方々に

平成27年3月7日

梗
桔
（2）第70号

な話しをしましたが︑怒られたり︑

さんは清音学年と呼ばれていました︒
清音学年の皆さんには︑今まで色々

怒鳴られたり︑さぞ怖い学年主任だ
ったと思います︒皆苫んよく我慢し

てくれました︒今はただただ感謝の
気持ちで一杯です︒
これから皆さんの進路は様々です
が︑夫々新しい環境に身を置くこと
になります︒どのような環境に変わ
っても︑高校時代ほど楽な環境はあ
りません︒厳しい現実に直面しても︑
逃げず︑挫けず頑張ってください︒

最後に私自身の﹁信条﹂としてい

為さねば成らぬ何事も

る言葉を︑皆さんに贈ります︒この
言葉は︑米沢藩第九代藩主上杉鷹山
︵ようざん︶の有名な言葉です︒
なせば成る

成らぬは人の為さぬなりけり

大意としては︑﹁人が何かを為し
遂げようという意思を持って行動す
れば︑何事も達成に向かうのである︒
ただ待っていて︑何も行動を起こさ
なければ良い結果には結びつかない︒
結果が得られないのは︑人が為し遂

げる意思を持って行動しないから
だ︒﹂ということです︒
これから︑新しい進路に向かう皆

さんも︑﹁なせば成る・・・﹂ で頑
張ってください︒勿論私も︑これか
らも頑張り続けます︒
清宮学年の卒業生に幸多かれ！

いま︑皆さんは新しい生活に向け
て夢や希望を抱きながら︑とても
清々しい気持ちでいること守しょう︒
3年前の4月︑新しい制服に身を
包んだかわいらしい皆さんを前に︑
すのだろう？楽しい事がたくさんあ

﹁この子達と︑どんな3年間を過ど
るといいなー⊥私も皆苫んと同じよ
うに︑期待に胸を膨らませて入学式
に臨んだことを思い出します︒
この3年間は波乱万丈︒楽しいこ

とも︑とってもたくさんありました
が︑幸いことも結構ありましたね︒
でも︑皆さんは自分なりに考えたり︑
いろいろな人に相談したりして︑何
とか解決していきました︒
思い悩むことは人間を成長させる

のでしょうか？今では友人を思いや

ことに遭遇すると思いますが︑一人
で解決できないことでも誰かと協力
すると解決の糸口が見つかるもので
す︒これからの社会は他人と協力し
て問題を解決していく力が求められ
ます︒そのためにはコミュニケーシ
ョン能力が必要です︒きちんとした

ュニケーションの基本です︒

挨拶ができる︑人の話をよく聞いて
理解することができる︑自分の意見
を相手に正確に伝えることができる
など︑松尾高校で学んだことはコミ

高校の卒業は出発点にしか過ぎま
せん︒松尾高校での3年間が皆さん
の将来に役立つことを願います︒

伊藤

暁

の芯をぶらす事なく一生懸命生きて
下さい︒そして︑立派な社会人にな
って下さい︒

3D担任

忘れられない光景がある︒三十数
年前の初雪が降った夜︑私はしたた
かに飲んで一人街を彷径っていた︒

暗い空から舞い落ちる雪片が街灯の
光でキラキラ輝く様はこの上もなく
美しく︑また靴底に感じる新雪の﹁キ
エツキユツ﹂という感触が何とも心

た︒もしかしたら人の一生もまた︑

原澤茂夫

車輪が描く﹁轍﹂に似ていないだろ

3U担任

3年生の皆さん﹁卒業﹂御目出度
うございます︒私は諸君達と過ごし
た2年間︑大変穏やかな気持ちで過

地良かった︒そんな時︑深夜の人気
のない道路を︑後ろから一台の車が
私を追い越していった︒新雪が降り
積もった道路には︑通り過ぎた車の
轍が︑どこまでも真っ直ぐに続いて
い
た
︒
その時私は︑酔った頭でふと考え

ま
す
︒

ごしてこれた事に大変感謝しており

る気持ちや皆と力を合わせて何かを
やり遂げようとする気持ちがしっか
り身についたように感じます︒そし
て︑目標を掲げて努力すること︑自
己を主張すること︑ルールを守るこ
とや我慢することなどなど⁝︑高校
生活の3年間で皆さんは︑本当に立
派に成長したと思います︒大人にな
る準備ができたのですね︒
そして3月︑旅立ちの時がとうと
うやってきてしまいました︒別れる
のは少し寂しいけれど︑若い皆さん
には大きな未来がある︒これから︑

色々なことができるのですね︒可能
性を信じて一瞬一瞬を精いっぱいに

私は残りの教員生活の中でクラス
担任を持つことは無いのだろうと思
っておりましたが︑今年度十年振り

過ごし︑豊かな人生を送られること
を祈っています︒
卒業おめでとう︒今まで育ててく

ださった方々への感謝の心を忘れず
に︑そして︑いつまでも笑顔で輝い
ていて下さいね︒

に担任を持たせて頂きました︒久し
ぶりの感慨が蘇ってまいりまして︑
今は三年C組の諸君と一年間を共に
過ごしてこれた喜びで一杯です︒一
見ばらばらな様でも︑個々を理解し
尊重し︑そして団結できる我がクラ
スは私の自慢です︒そして三学年と
いう短く多忙な中で︑諸君と過ごし
た時間︑共有した想いは私の人生の
大きな宝物となりました︒
皆さんはこの4月より大きな夢を

想いをどこまでも持ち続け︑あるい

持ち︑その実現のために︑本校を巣
立って行くわけですが︑どうか今の

は大きく育てていって下さい︒社会
に出て生活してゆきますと想像も出
来ない様々な事に出くわしたりしま
す︒永い人生にはどうにも耐えられ
ないと思う事が必ず起こります︒そ
んな時でも大きな夢を持っていれば︑
必ず前進して行けるはずです︒自分

川

轍はまだまだ続いていく︒

3E担任小

卒業おめでとうございます
松尾高校では︑担任はないと思っ
ていただけに︑二年間担任をやれた
ことは本当にありがたいことだと思
っております︒しかも︑二年連続で
同じ子供達を担任するのは︑初めて
のことでした︒そして︑これが担任

誠

だろうか︒そして︑これからは⁝？

たとえどんな道に描いた轍であって
も︑全てがその人の生きる糧となり︑
やがては生きた証となっていく︒
さて︑果たして君達はこの三年間
それぞれがどんな轍を描いてきたの

うかと︒多分人はみな︑生まれてか
らこの世を去るまで︑それぞれが歩
む道で︑知らず知らずのうちに︑自
分自身の轍を描きながら生きていく
ものなのだろう︒決して真っ直ぐで
平坦な道ばかりではない︒上り坂や
下り坂︑時には曲がりくねった道や
ぬかるんだ泥道もあることだろう︒

隆

私が松尾高校に赴任したのは︑皆

卒業おめでとう︒松尾高校での3年
間は沢山の思い出ができたことと思
います︒
さんと同じ3年前︒それからの3年
間は瞬く間に過ぎたような気がしま

す︒3年間担任を持って思うこと
は︑松尾高校の生徒は気持ちが優し
く︑穏やかな性格の生徒が多いとい
うことです︒困っている者がいると
必ず誰かが援助をしていました︒人
の立場に立って考え︑気持ちを察す
ることのできる能力があるというこ
とです︒皆さんも様々な場面でお互
いに助け合って困難を乗り越えてき
ょうか︒これからの人生では様々な

た思い出が沢山あるのではないでし

としては最後と認識しておりました︒

十年後︑素敵な青年に成っている
ことと思います︒お元気で活躍され
ることを祈っております︒
おだやかに
がまんをおぼえ

﹃practiceヨakes

減っているように思います︒逆にそ

本質を見抜く力︑努力する気持ちが

陥ります︒
でも︑本当にネットに書いてある
事は︑正しい事なんでしょうか︒匿
名の意見や情報は︑疑ってかかるこ
とも時には必要です︒便利な機器が
発達したのと反比例して︑探求心や

覚えなくてもいいような錯覚にさえ

最近︑何かを不思議に思う事があ
りますか︒疑問に思う事を︑調べて
みた事がありますか︒一生懸命に取
り組む人より︑﹁そんなものざ﹂と
知ってるふりをする方が︑楽で格好
いいと思うことはありませんか︒
何か分からない事があれば︑すぐ
ネットで調べられます︒スマホさえ
あれば何でも分かるので︑わざわざ

3U副担任外山陽一

そして

ずあり︑﹃必要とされる役割﹄があ
ります︒本当の自分を見つけるため
に是非いろいろなことに挑戦してく
ださい︒
誠実に勝る信用はなく︑熱意に勝
る武器はありません︒

人には﹃自分が輝ける場所﹄が必

人生には自分で経験してみなけれ
ば分からないことが沢山あります︒
この3年間松尾高校でみなさんは何
を学び︑経験しましたか？

卒業生の皆さん卒業おめでとうご
ざいます︒

前向きな考えで
好奇心を持ち
取り組もう

和をもって

盟匡】匿】匿】匪l幽

れに比例して︑人と人との繋がりが
薄れてきているように患います︒直
接顔を見ることのない︑メールだけ
の繋がりは︑実はもろいものです︒
社会に出れば︑信頼できる先輩や︑
温かく迎えてくれる人達がたくさん
います︒顔を見ながら︑たくさんの
人と会話をして下さい︒そして希望
しょう︒

亨

を持って︑真面目に進んでいきま

3D副担任角田
物事が自分の思いどうりにいかな
いとき︑それを運命や神様︑あるい
は他人の責任にしてはならない︒自
分のとった行動︑または行動しなか
ったことに要因がある︒このことに
ことだろう︒

気づけば︑あなたの未来は好転する
卒業生に私の好きな故事﹁塞翁が
馬﹂を贈る︒中国の書物﹁推南子︵え
なんじ︶﹂に書かれている︒
意味は︑幸と思えることが︑後に
不幸となることもあり︑またその逆

もある︒幸福や不幸は予想のしよう
のない事の例えとしてつかわれる︒

3E副担任玉戸富子
卒業生の皆さん︑御卒業おめでと
うどざいます︒進路先は人それぞれ
だと思いますが︑このグローバルな
世の中を生きていくには狭い了見で

物事を判断せず︑広い心を持って進
んでいって欲しいと考えます︒
震災の直後︑世界各国の人々は強
い関心を持って日本人を見つめてい
ました︒日本人は我慢強く冷静で略

奪が起きない︒被災者が整然と行列
を作って支援物資を譲り合っている
というニュースが世界に報道されま
した︒世界の人々はそのことに大変
驚きました︒

昨年の暮れに︑わたしは常磐道の
友部のパーキングエリアで︑偶然本
当のサンタのおじさんに出会うこと

2学期末にご協力いただきました、学校評価アンケートを集計し下記のような

この結果については、1月20日に実施しました開かれた学校づくり委員会へ
提示し、ご意見や提言をいただきました。今後も学校運営の改善を図り、保護者
や地域の皆様方に信頼される学校づくりに努力してまいりますので、ご協力のほ
どお願いいたします。

人を心配してくれていることを知り︑

ゼントを届けに日本に来たのだと言
っていました︒私はその時︑いまだ
に世界中の人々が震災に遭った日本

ナダ︑イギリスからクリスマスプレ

が出来ました︒彼ら四人組は︑サン
タの格好をして私が食事している隣
の席にやって来ました︒彼らは東北
の震災で心まで傷ついてしまった子
ども達にわざわざニューヨーク︑カ

結果となりました。

心が大変温まる思いがしました︒
これからの若い人たちには親たち
やその上の代の人たちが築いてきて
くれたものを大切にし︑日本人が世
界でも高く評価され︑信頼されてい
る国民であることを自覚し︑世界に
向けて何ができるかを考えて行動し
ていって欲しいと思います︒皆さん
のこれからのど活躍をお祈りします︒

8．9

6．6

1．8

1．8

17．7

9，5

2．3

13．9

9．5

5．2

リ総合美容専門学校︵2︶・アイ

エ

学佐倉看護専門学校・東京歯科大学
歯科衛生士専門学校・北原学院歯科
衛生専門学校・東京医学技術専門学
校・八千代リハビリテーション学院
︵3︶・日本健康医療専門学校︵2︶・
大原医療秘書福祉専門学校︵7︶・パ

校・千葉中央看護専門学校・東邦大

看護専門学校・白十字看護専門学

徳短期大学︵3︶・植草学園短期大学
●主な合格校︵専門学校︶
旭中央病院附属看護専門学校・山王

学短期大学部︵6︶戸板女子短期大
学・昭和学院短期大学︵4︶・千葉明

●主な合格校︵短大︶
千葉敬愛短期大学︵4︶・千葉経済大

明海大学・国際武道大学・千葉工業
大学・日本工業大学・上野学園大学

育成二十六年度≡学年進路状況

●主な合格校︵大学︶
日本大学︵2︶こ止正大学・大東文化
大学・大正大学・淑徳大学︵4︶・日

本女子体育大学・武蔵野大学・跡見
学園女子大学・白梅学園女子大学・
千葉商科大学︵3︶・植草学園大学
︵2︶・城西国際大学・千葉科学大学
︵3︶・東京情報大学・秀明大学・敬
愛大学︵2︶・東京成徳大学︵2︶・和
洋女子大学︵2︶・千葉経済大学・帝
京平成大学・こども教育宝仙大学・

4．9

3．1

8．6

45．5

5．7

3．2

9．8

43．4

38

10．7

12．9

≪学校評価結果について≫

学校評価について、松尾高校ホームページhttp：／／www．chiba−C．ed．jp／
matsuo−h／に掲載しています。生徒の活躍の状況と併せてご覧いただければと

考えています。
また、保護者の方からいただきました、「進路・補習の更なる充実」「服装・頭

髪等の指導方法」「エアコンの適切な使用方法」等についてのご意見を職員間に
おいても共有し、今後の学校運営に生かし、生徒がより高い満足感を得ることが
できるように、授業や行事や日常の学校生活の指導を実践していきます。

門学校・東京スポーツレクリエーシ
ョン専門学校・東京IT法律会計専
門学校︵3︶・日本外国語専門学校・

学校・日本工学院・千葉デザイナー
学院・尚美ミュージックカレッジ専

︵3︶・成田国際福祉専門学校・国際
理工情報デザイン専門学校︵3︶・中
央工学校︵2︶・文化服装学院・ES
Pミュージカルアカデミー・東京文
化美容専門学校︵2︶・船橋情報ビジ
ネス専門学校・神田外語学院︵2︶・
ポリティクカレッジ千葉・ハッピー
スイーツ専門学校・千葉リゾート＆
スポーツ専門学校・横浜こども専門

ル・ホテル・ブライダル専門学校

ステティツク美容専門学校︵4︶・東
洋理容美容専門学校︵2︶・千葉調理
師専門学校︵3︶・専門学校ちば愛犬
動物学園︵5︶・日本自動車大学校
︵4︶・千葉情報経理専門学校︵4︶・
千葉女子専門学校︵3︶国際トラベ

H26年度

37．9

H25年度

入学させて よかった。

子どもを松尾高校に

14

13．8

1．6

25．1

53．7

6．3

1．8

5．8

54．5

H25年度

H26年度

24．5

松尾高校では，会計報告は適切に 行われ．信頼ができる。

13

8．6

3．3

13．5

57．4

5．9

18

52

13，4

H26年度

17．1

H25年度

松尾高校の施設・設備は．よく整 備されている。

12

4

1．3

7．1

58．1

29．5

2．3

8．9

56．6

27

H26年度

H25年度

松尾高校の文化祭・体育祭などの 学校行事は，充実している。

4．1

平成27年2月20日現在

11

9．2

3．8

13

49．2

4．1

13．4

51．4

21．6

H26年度

24．8

H25年度

松尾高校の部活動は，活発に活動 している。

10

12．7
5．1
15．8
49．4
16．9

5．5
14．3
49．1
17．3
H26年度

H25年度
松尾高校の教職員は．生徒の相談 に親身になって応じてくれる。
9

2．2
3．1
8．2
43．3
43．1

1，4
8．2
43．7
44．4
H26年度

H25年度
松尾高校では，服装・頭髪につい ての指導が適切に行われている。
8

9．8
2．2
16
56．8
15．3

3．9
13．8
56
16．8
H26年度

H25年度
松尾高校では，進路目標達成に向 け，適切な指導が行われている。
7

20．5
6．7
28．3
39．3
5．1

5．9
25．4
46．5
4．5
H26年度

H25年度
松尾高校では暮授業を工夫して． 理解度を高めようとしている。
6

4．7
8．2
28．8
50．3

7．7
26．7
50．1
11．4
H26年度

8
H25年度
子どもは．授業内容がよく理解で きている。
5

12

3．3
10．9
46．8

2．9
10．9
49．4
34．9
H26年度

37．2
H25年度
子どもは，学校に行くのが楽しそ うである。
4

4
4
40．3
41．3

12
39．6
40．6
H26年度

6．9
9．6
40．9

9．1
3．1
15．1

3．4
2．7

H25年度
学校からの配付物は．必ず目を通 している。
3

答
回

12．9
37．9
37
5．7
H26年度

35．6
7．1
H25年度
PTA活動に．関心がある。
2

計514名
生徒在籍1学年4クラス、2学年4クラス、3学年5クラス
回答数 441名（85．8％）

1，6
14
62．5
13
H26年度

61．5
11．1
H25年度
松尾高校の教育方針を，理解して いる。
1

年度 そ う 患 う 昼だ つい た い わあ なま いり 思 思 わ な い い分 か ら な

目
項
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㊨三ヶ年皆勤賞
今関麻依子
斉藤有希乃
22名

美香
朱書
暁紀

㊥高体連ソフトテニス専門部偏秀選手

日本郵便・ちばみどり農業協同組合・

務︶・千葉県警︵3︶・陸上自衛隊・
松井
小川

優子

小川瑠利子

彩香

川口沙耶果

大木

伊藤

長友

加瀬

篤

作田一城

片岡

大基

彩

千鶴

孝紗

安奈

亮太

岩瀬

布施

平野

鈴木

久古

金杉

相熊

鈴木
池田
植田

愛理

七海

美紀

翔麿

佑紀

浩志

巧

倭

里奈

加苗
暁紀
和志

上坂

池田

棄藤

松山

鈴木

笹本

佐藤

伊藤

加藤

伊藤

吉橋

石井

平野

植田

準哉

和希

玲

弘明

浩志

荊彩

拓

淳弥

◆運動能力証
黒田愛荊奈

越川

由作

真帆

汐

愛

夏紀

初美

越川

平山

伊藤

守部
高橋
伊藤
渡邁

岩瀬

佐藤

真央

直輝

春菜
圭佑
孝紗
奈々
将吾

謙悟

郁美

食品・日光舎クリーニングニフィン

回定期演奏会﹂を開催しました︒第
二十回という記念すべき節目だった
ので︑OB・OGの先輩方にど協力
いただき︑合同演奏を実現すること
ができました︒数少ない合同練習の
中で︑先輩方からとても良い刺激を
受け︑部員のやる気も増し︑気持ち
もひとつにまとまりました︒本番で
は︑うまくいかなかったこともあり

姉音
実来

3月には︑卒業式二山武市誕生

のは︑私達の頑張りだけでなく︑ス
ポンサーの方々やOB・OGの先輩
方︑顧問の先生方など多くの支えが
あったからです︒これからも︑ど支
援ご指導よろしくおねがいします︒

18名

渡過
伊藤

留美

志織

愛

初美

小坂

中村

勇貴

小川

仁胤

小林ひかる

木内

楓

多田有佳里

佐瀬

直也

堀越

テクノ

ましたが︑悔いの残らない演奏がで
きました︒定期演奏会が成功できた

伊藤

石井

由紀

翼

綾人

藤井

理帆

仁平

葵

峯

55名

美香

今関麻俵子

川島

佐瀬

薄井

黒田愛荊奈
㊥ソフトテニス連盟ランキング表彰
伊藤 優子︵第4位︶

伊藤

◆常用漢字テスト成績優秀者

成田東急イン︵成田エクセルホテル
東急︶・日本電波塔︵東京タワー︶・

近藤
萩原
池田

敦美

加苗

平山

倭

和志

鈴木

植田

成田航空ビジネス専門学校・東京多
摩調理製菓専門学校・大原簿記公務
員専門学校
●主な就職先

鈴木美菜望

金杉

小川瑠利子︵第4位︶

小林ひかる
多田有佳里

菜奈

蕨

川口沙耶果

由作

井上

愛

彩

孝紗
勇貴
七海
知裕
堀越

笑理

鬼島

片岡

伊藤

菅谷
直輝

渡辺

真帆

東総地区高卒事務︵旭中央病院事

平山
葵

越川

や千葉県吹奏楽連盟表彰

三渕

姉音

翔麿

渡遽

理帆

◆一ヶ年皆勤賞

近藤

朱書

真帆

松井

勇斗

細川

姉音

小島

和志

片岡

彩

一希

佑紀
拓哉

姉書
実来
留美
和希

和希

ゆうか

小美濃真子

25名

平野
佐瀬
渡邁
伊藤
小坂
小島

14名

年度も合計二十二名の生徒たちが一
般受験に臨んでいます︒全てを賭け
て受験に臨む︑その真撃な姿勢には
胸を打つものがあります︒模試など
の結果を見ても︑着実に力をつけて
いく様子がうかがわれ︑頼もしい思
いで見守っているところです︒昨年

越川いずみ

大木

知裕

佐瀬一希

金親

舞子

三渕

舞子

たち﹂など︑人前で演奏する機会が
あるので︑精一杯練習していきます︒
また︑来年度のコンクールで金賞

をいただけるよう︑部員一同頑張り
たいと思います︒

人膚由

校内マラソン大会

D D A B D B C A D C A C B A A C

越川

萩原

越川

矢 光

度の日大︑東洋大への一般入試での

菅谷

直輝

渡追

千島

隆正
優子

（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ ′ ■ ■ヽ （ （ （

理沙

布施

進学については︑AO入試・推薦

ちの成長ぶりはめざましく︑この活
動を通し︑生徒たちが社会人として
の目線をもつようになり︑一歩︑大
人に近づく様子を私たち教員仇は目
の当たりにすることができます︒ま
た︑公務員においては本年度5名と
いう多くの合格者を出すことができ
ました︒週に二回の形で校内で実施
してきた公務員講座の成果とも考え
られますが︑何よりも生徒たちが最
後までよく頑張った結果がでたのだ
ろうと思っています︒

赤間早耶香

大木

パラマウントベッド・コクヨファニ
チャー・アイエムシー︵ドコモショ
ップ八日市場店︶ ︵2︶・ピックルス

入試による進学者が多いことが本校
の特徴ですが︑実は︑昨年くらいか

作田一城

コーポレーション・ゴムノイナキ工
業・NAAリティリング・ゼネラル
サービス・成田空港美整社・九十九
ら一般入試の志望者が徐々に増え始

彩加

葉 月

合格という実績が︑生徒たちには大
きな影響を与えたようで︑高いレベ

千島

由作

由紀

河崎
伊藤

慎

里ホーム︵2︶・ニッセーデリカ・ジ
ョイフル本田・村田屋・成田空港警

秋山

林

ルの大学を目指す生徒が多くなった
というのが本年度の大きな特徴です︒
全ての生徒の進路実現の支援をす

平山

笑理

川島

勇貴

真帆

弥樹征人太太司吾

明優美成荊由

◆英語単語テスト成績優秀者

ることが︑もちろん私たちの大きな

堀越

愛

中村

越川

の日記念事業〜山武のアーティスト

小美濃美子

仕事の一つではありますが︑この高
校生活三年間で︑確実な学力を身に
つけさせ︑学ぶことへの関心を常に

渡辺

留美

吹奏楽部

部長安達美希

私達吹奏楽部は︑この冬﹁第二十

将雅秀直航強

香葵里香幸美沙実

めているという傾向にあります︒本

斉藤有希乃
水岡香葉子
小田切奈々

持ち続けられる生徒の育成︑生涯に
わたり学び続けることのできる生徒
の育成に取り組むことこそが︑私た

伊藤

和希

彩加

伊藤

優子

平山

黒田愛荊奈

直輝

小川瑠利子
仁胤

涼

川子中

備︵3︶・カナヤ食品︵2︶・ワールド

ちの大切な使命であると感じています︒

小坂

拓海
秋山

初美
姉音

佐瀬

㊥千嚢県学校図書盤教育部会表彰

黄神田端豊佐飯南

エンタプライズ・東京美容研究所・
クワトロ千葉店・福祉楽団︵2︶・サ
ンピアスポーツ・芳源ファーム・吉
祥苑・東風荘・ティシン警備・YN
ハウジング・シェルガーデン・川島
屋︵マロンド︶・白岩工業・三水繊工・
千葉県食肉公社・太陽社・日清医療

＊複数の場合にはその数を︵ ︶
内に示した
本年度進路状況の概要
やや上向き加減と言われる日本経
済の影響下︑本年︑本校がいただい
た求人数も近年になく多いものとな
りました︒しかし︑事務職・販売職
の求人は若干増えたものの︑生徒達
の希望を満たすまでには至らないと
いうのが現状です︒例年通り︑成田
空港関連企業からの求人も多く︑本
年も六名の生徒が内定をい灸だきま

小島

石井
渡邁

愛

◆功労賞
ソフトテニス部インターハイ出場等

水野

佐瀬一希

伊藤

9名

和希

佐久間実希

㊥成続優秀賞

実来

彩

小島

片 岡

伊藤

田瀬島井

増戸櫻桑岩日加向

田田田田澤色瀬後

12111121

211

12112

した︒

就職希望の生徒達は例年︑夏休み
中の三週間を学校で過ごし︑就職試
験のための準備を行っています︒履
歴書の志望動機を何度も書き直した
りへ・面接練習を行ったり︑一般教養
試験に向けての勉強をしたりという
ことに費やします︒この間の生徒た

産品長島遺品晶緩怠長島長鳥産品品塁

平成27年3月7日
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