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名古屋市立山田高等学校
新型コ ロナ ウィル ス感 染症 は 、感 染拡大 の状 況が続 いて います 。愛 知県に は緊 急事態 宣言 が発
出され 、 学 校内で は、 今まで 以上 に生徒 のみ なさん の 協 力が必 要 と なり ま す。 自分と 他者 を守る
ために も感 染症対 策を しっか りと 行いな がら 、日頃 の 体 調管理 には 十分気 をつ け、発 熱な どの体
調不良時には無理をし ない、『登校しない』 選択も必要 となります 。
さて、 この 夏期休 業中 は、 夏 期講 座や部 活動 など に 頑張 って 取 り組 む生徒 の姿 が 多く みら れま
した。 夏期 休業中 の過 ごし方 、使 い方に 工夫 ができ て 、 有意義 な も のに な った のでは ない か と思
います。
まだま だ暑 い日が 続き ます の で、 熱中症 対策 ・ 生活 のリ ズムを 整え て、新 学期 がスタ ート でき
ればと 思 っ ていま す。 毎日の 学校 生活 や 授業 を大切 に し ながら 生徒 たちの 心の 成長を 促し て 参り
ます。ご家庭におかれ ましても、励ましや ご 助言・ ご協力をいただ ければ幸いです。
また、 ３年 生は進 路 実 現 へ向 けて 具体的 な行 動をと る大 切な時 期で す。進 路決 定にあ たっ て 、
心や体 が不 安定に なる ことも ある かもし れま せん。 落ち 着いて 自己 を見つ め、 周りに 相談 するな
ど、より確かな日々を 過ごすことを願 います 。
≪総務 部よ り≫
9 月 1 日は「防災の 日」です。１９２３年に関東大震災が発生し たのがこの日でした。その後
もいく つか の 大き な災 害を経 験し 、今後 は南 海トラ フ地 震が起 こる こと が 想定 されて いま す。南
海トラフ地震が発生し た場合、愛知県では７ 市町で震度７、２１市 町村で震度 6 強の揺 れが発生
するなど、県内全域を 震度 5 強以上の揺れ が襲うことが予測され ています。また、津波 が起こる
可能性も高く、広い範 囲で浸水被害が起こる ことも予測されていま す。
自然災 害 で 恐いの はい つ起こ るか わから ない ところ です 。万が 一の ために でき る限り の備 えを
してお くこ とが必 要 と なりま す。 山田高 校で は 防災 訓練 や防災 教室 の実施 、 防 災備蓄 品 の 保管 な
ど、災 害に 対する 備え をしっ かり とし て おり ます。 この 機会に ご家 庭でも ぜひ 防災に つい て 話題
にしていただき、しっ かりと備えていただ け れば 幸いです。
≪教務 部よ り≫
1・2 年生は１１月の コース本登録に向けて 、この時期に今後の自 分の進路をじっくりと 考えて
ほしい と思 います 。学 級担任 との 個人面 談な どを通 じて 進路に つい て真剣 に考 えるよ う促 してい
きますので、ご家庭に おきましても、ぜひ話 をしていただ きますよ うお願いします 。
≪進路 指導 部 よ り≫
はじめに、１年生およ び 2 年生の保護者の 皆様への重要な連絡で す。
4 月にお示しした年間 行事予定の中で、当初 １１月７日（日）に予 定 しておりました 1 年生お
よび 2 年生全員が受 験する「 第 3 回全 統 模試 」につきましては 、公開会場を手配する 都合などの
諸事情により１１ 月３ 日（水・祝 ）に変 更に なりま した 。改めて、保護者宛文書を 9 月 下旬に配
布いたしますが、通常 の学校時間帯と同程度（15 時過ぎまで）を 試験時間に費やします ので、予
定を組まれる際、ご注 意いただきたいと思い ます。
なお、この模試の受験 料につきましては、学 校徴収金で徴収済です 。したがいまして、模 試を欠
席され た場 合につ いて も、自 宅受 験など での 対応に なり 、返金 は一 切ござ いま せん。 また 、 ２学
期中に は、 模試に 向け ての事 前演 習や 受 験後 の解説 講座 など、 受験 に向け て、 さまざ まな 力の養
成をしていく試みも行 う予定ですので、ご理 解ご協力賜りますよう 宜しくお願いいたしま す。
３ 年生 は 、 い よい よ 入 試 本番 を 迎 え る時 期 が 近 づい て き ま す。 受 験 人 口減 少 に 伴 い、 大 学 入 学
へのハ ード ルは年 々下 がりつ つあ ります 。安 易に妥 協せ ず、高 い目 標を設 定し 、 ３月 入試 の最後
まで粘 り強 く取り 組み 、目標 を叶 えるこ とが できる よう 、進路 指導 部とし ても サポー トし ていく
つもり です 。小論 文指 導や面 接指 導も本 格的 に開始 され ます。 担当 の先生 に迷 惑がか から ないよ
う、誠意を持って取り 組んでもらい たいと切 望します。

最後に、受験生に勇気 の出る名言を 今月は特 別に 2 つ紹介します 。
■人 は繰り返しを 行うことの集大成であ る。だから優秀さとは ,行為でなく ,習慣なの だ 。
（古代ギリシャ・哲学者

アリストテレス）

■今日で きないような ら ,明日もだめです。 一日だって無駄に過ご してはいけません。
（ドイツの詩人

ゲーテ）

≪生徒 指導 部 よ り≫
生徒のみ なさ ん は夏 休みの 間、学 業や 部活 動に積 極的に 取り 組み 、充実 した日 々を 過ご すこと
ができ たで しょう か。 長い夏 休み の中で 生活 リズム を乱 してし まい 、欠席 や遅 刻が増 える 生徒も
少なくありません。正 しい生活リズムで過ご せるよう、促していた だければと思います。
９月 は 例 年頭髪 ・服 装の乱 れが 出てく る時 期でも あり ます。 高校 生とし て「 きちん とし た身な
り」を 心掛 け るよ う、 ご家庭 でも ご注意 いた だきた いと 思いま す。 特に３ 年生 につい ては 、進路
実現に 向け て非常 に重 要な時 期で す。近 年は 入試形 態も 多様化 され 、多く の生 徒が面 接試 験を受
験する こと と思い ます 。高校 生と してふ さわ しい身 なり や立ち 居振 る舞い を普 段から 心が け、進
路実現への第一歩にし てもらいたいと思いま す。
また、SNS に関してですが、夏休み中も 多くの生徒が活用した ことと思いますが、そ の危険性
や正しい使い方につい て、今一度、ご家庭で もお話しください。
≪生徒 会 部 より ≫
○部活動関係
７月３０日（土）から ８ 月１日（日）に丸善 インテックアリーナ大 阪で行われたミスダン スドリ
ル選手権２０２１全国 大会へ、リリカル、Hip-Hop 女子スモール編成、ソロの３部門が 出場しま
した。 その うち、 リリ カル部 門が 部門優 勝し 、 ３年 ぶり に全国 優勝 を果た しま した。 今大 会で部
門優勝 を果 たした のは 愛知県 下の 高校で 、山 田高校 だけ の快挙 です 。ダン ス部 は、ダ ンス ドリル
選手権大会を始めとす る 全国大会へ今年で１ １年連続での出場 とな りました。
また、 ８月 に和歌 山県 で行わ れた 全国総 合文 化祭『 ２０ ２１わ かや ま総文 』に 、本校 から 写真
部とア ンサン ブル 部が 出場し ました 。写 真部 は、『令 和二年 度 高校生の写 真展』 にお いて 、優秀
賞（愛知県上位 10 作品）に選出され、３ 年連続で全国大会への 出展となりました。ア ンサンブ
ル部は、
『愛知県合同 オーケストラ』の一員 として、本校より３名 が選出され、現地で演 奏をしま
した。アンサンブル部 の全国大会への出場は 、２年連続となりまし た。
そ の他 に も 、 陸上 競 技 部 が イ ン タ ー ハイ 予 選 に おい て １ ０ ０m×４ リ レー で 県 大 会に 出 場 、 市
立大会 では 女子総 合優 勝、男 子総 合３位 、そ の他の 種目 でも優 勝や 上位入 賞を 果たす 活躍 をしま
した。同じく市立大会 で、バドミントン部・女子が 3 位、サッカ ー部・ソフトボール部 が４位の
成績を 収め るなど 、 部 活動 の 活躍 が多く 聞か れた夏 とな りまし た。 今後 も 各部 活動の 活躍 が期待
されます。

全国高等学校ダンスド リル選手権大会 2021
ダイジェスト映像（大 会オフィシャルチャン ネル）
https://youtu.be/YIiyhGDBg1s

○文化祭関係
お子様を通じて配布 されるプリントに詳細 を記載いたしますので 、そちらをご覧くださ い。

