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10 月を迎え、朝晩は 涼しくなってきました 。
「秋の日はつ るべ落 とし」。日没時 刻も早 くなって
きます。登下校時の交 通には十分注意をお願 いします。
さて、 生徒 会部も 触れ ていま すが 、最大 の行 事の一 つで ある学 校祭 が中止 とな りまし た。 学校
祭の意 義 の 一つに 、仲 の良い 人ど うしだ けで なく、 考え が違う 人・ 別のグ ルー プの人 とも コミュ
ニケーションをとり関係を築きながら 準備を進めていくことがあります。多様な価値観をもつ
人々と の共 同作業 をど のよう に 進 めてい くか という 、 相 互の変 容と 問題解 決学 習の一 面を 備えて
います 。学 校はい わば 小さな 社会 です。 ネッ トワー クや ＩＣＴ 機器 を通じ たコ ミュニ ケー ション
能力 だけではなく、リ アル ・コミュニケーシ ョン の能力も同時に求 められています。
他者を認めるためには 、まずは自己肯定感を 上げること。はじめは 少し 怖いかもしれませ んが、
自分は 自分 です。 自分 の価値 は自 分で肯 定し てしま いま しょう 。 だ れかに 「い いね」 を つ けて も
らう必要もありません 。 自信をもって、山高 生！
ご家庭におかれまして も、学校の話が出たと きなどに話題にしてい ただければ幸いです。
1 年生は、自分の将来を意識して、 中間考査 ・ コース科目登録（11 月 1 日（月）〆）に臨み
ましょう。
2 年生は、中間考査・修学旅行（ 11 月 10 日（水）～12（金）） に向けた準備をしまし ょう。
3 年生は、いよいよ 入試が始まります。勉 強はもちろん、受験準 備や体調管理をし て自 分の実
力が十分発揮できるよ う にしましょう 。

≪総務 部よ り≫
新型コ ロナ ウイル ス感 染拡大 防止 のため 、 今 年度 予 定し ており まし た 多く の行 事がオ ンラ イン
開催 、または延期・中 止となっております。 山田高校の行事としま しては 10 月 18 日（月）に
予定しておりました地 域清掃活動「若竹クリ ーンプロジェクト」が 中止、10 月 23 日（土）に実
施する予定にしており ました「学校見学会」が Web 開催とさせて いただくこととなりま した。参
加を ご 予定 いただ い て おりま し た 保護者 の皆 様には 誠に 申し訳 あり ません が、 何卒ご 理解 いただ
きますようお願いいた します。

≪教務 部よ り≫
２学期中間考査は 10 月 12 日（火）～ 15 日（金）の期間で 実施 する予定です 。今回の 考査の
結果、 多数 の単位 不認 定科目 の出 る恐れ のあ る生徒 には 、保護 者の 方同伴 で校 長・教 頭指 導を行
うこと を予 定して いま す。指 導対 象にな らな いため にも 、早め に準 備をし て効 率よく 学習 を進め
られるようご家庭でも 是非ご指導ください。
３ 年生 に と っ ては 、 高 校 生活 に お け る定 期 考 査 は、 こ の 中 間考 査 と 期 末考 査 を 残 すの み と な り
ました 。進 学・就 職へ 向けて の準 備で忙 しい 時期で すが 、同時 に日 々の学 習に も真剣 に取 り組ん
で欲しいと考えていま す。 生徒のみなさんの 頑張りを期待していま す。
１・ ２年 生は中 間考 査後、 来年 度コー ス登 録の本 登録 用紙を 配布 します 。将 来に向 けて の大切
な選択です。ご家庭で じっくりと話し合う機 会を持っていただけれ ばと存じます。

≪進路 指導 部よ り≫
いよいよ今月より総合 型選抜（旧：AO 入試）の入試が開催されま す。その対策として小 論文の
攻略法について触れた いと思います。
小 論文 対 策 と いう と 、 書 いて み て 個 別添 削 し て もら っ て … とい う ア ウ トプ ッ ト に 目が い き が ち
ですが 、実 際には 、ど れだけ 書く 材料を 持ち 合わせ てい るか、 とい うイン プッ トの量 と質 に目を
向ける こと が大切 です 。効果 的な のは志 望す る学科 に関 連する テー マでの 新書 を２冊 ～３ 冊読み
込むこ とで す。１ 回目 は通読 、２ 回目は 共感 する箇 所に マーカ ーを 入れな がら 、３回 目は 「この
文言を 引用 できる 」と いう箇 所に 付箋を 貼り ながら 読む という やり 方がお すす めです 。新 書の筆
者の分析や考えを引用 して述べる練習をして みることが大切です。
最後に、今月も、山高 生 に送る名言を一つ。
「ひと たび 「戦う 」と 決意し たな らば、 その 決意を 持続 しなけ れば ならな い。 もはや 「い や」と
か「しかし」とか言う ことは、断じて許され ない。」
by ナポレオン・ボナパルト

≪生徒 指導 部 よ り≫
２学期も 1 ヶ月が過 ぎました。今月は中間 考査、来月には 、２年 生の 修学旅行も控えて います。
生活リ ズム も服装 も改 めて整 え、 日々の 生活 を送っ てほ しいと 思い ます。 ３年 生にと って は、進
路で大 切な 時期と なり ます。 ご家 庭でも 体調 管理に はく れぐれ も気 を付け てい ただき ます ようお
願い致します。
さて、10 月以降は朝 晩の気温が低下し、防 寒着を着用したい 生徒 が増えてくると思いま す。本
校では、指定のカーデ ィガンやセーターを着 用できます。その日の 気温や自分の体調に合 わせて、
ブレザー、カーディガ ン、ベストを着用して 欲しいと思います。コ ートは、色が黒 、紺、グレー、
ベージ ュと 指定が あり ます。 それ 以外の 色や 奇抜な デザ インの もの は着用 でき ません 。ご 家庭で
もご指導、ご協力をお 願い致します。
３年生 の皆 さんは いよ いよ受 験が 始まる とい う人も 多い のでは ない でしょ うか 。ＡＯ ・推 薦入
試では 面接 試験が 多々 ありま す。 第一印 象で 試験官 の 心 証を悪 くし てしま わな いよう 、日 頃から
身だし なみ には気 を付 けてく ださ い。普 段か らスカ ート を折っ たり 、ネク タイ ・リボ ンを だらし
なく身 に付 けたり して いると 、シ ワやク セが ついて しま います 。服 装や言 葉遣 いは当 日ど れだけ
取り繕 って も、ふ とし た瞬間 に普 段の姿 が出 てしま うも のです 。日 々の学 校生 活から 受験 を意識
してください。

≪生徒 会部 より ≫
一年の中 で最 も大き な文化 祭とい う行 事が 中止と なり、 生徒 の皆 さんも 大変シ ョッ クが 大きか
ったと 思い ます。 学校 として も生 徒の皆 さん が活躍 する 機会を 失い 、残念 でな りませ ん。 また、
緊急事 態宣 言の延 長に 伴い、 多く の部活 動が 活動す ら出 来ない 状況 となり 、心 なしか 学校 全体に
活気が感じられない９ 月となってしまいまし た。
10 月 5 日（火） には後期生徒会執行部 の役員選挙が行われま す。山田高校の先頭に 立ち、学
校をより良くするため に多くの立候補を期待 しています。また、22 日（金）には“山田の日”と
銘打ち、学年別での体 育祭を実施します。３ 学年そろっての実施が 出来ない点は心苦しい ですが 、
現状 でやれる形での実 施を模索し た結果です 。 ご理解いただけたら 幸いです。
10 月 4 日（月）よ り通常通りの学校生活 に戻ります。感染症対 策など、 不自由な学校 生活は
続きますが、生徒の皆 さんが活気ある学校生 活を過ごしてくれるこ とを期待しています。

