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名古屋市立山田高等学校

天高く 、馬 肥ゆる 秋。 豊穣な 大地 、豊か な海 の恵み を 感 じる季 節と なりま した 。 日没 も早 くな
り、寒 さを 感じる こと も多く なり ました 。衣 替えを して 、心も 温か くなる よう 気持ち を切 り替え
て学校生活を過ごして ほしいと思います。
１・２ 年生 のみな さん は、 来 年度 に 向け てコ ース科 目登 録が締 め切 られま した 。 自分 の進 路や
その方 向性 につい て、 研究・ 相談 ・よく 話し 合い、 最終 的に 「 自分 で決め る」 という こと はとて
も重要 です 。 知識 を増 やすた めに は学習 が必 要です 。 自 分自身 で「 腹をく くる 」覚悟 があ るかど
うかで 多少 の困難 にも 立ち向 かう モチベ ーシ ョンや 行動 がとれ るよ うにな って くれる こと を期待
します。大事なのは「 自分で決める 力」を養 い、前に進むことだと 感じています。11 月下旬には
期末考査も予定されて います 。力いっぱい取 り組めるように心の準 備と学習をお願いしま す。
2 年生は、修学旅行 が予定されています。 持ち物・制服（カッタ ーシャツなど）の準備 、行程
等の確認もあわせてお 願いいたします（ 11 月 10 日（水）～12（金 ） 広島・神戸方 面）。
3 年生は総合型選抜入 試（AＯ入試）、学校 推薦型選抜入試（指定校制・公募制推薦）が本格化
します 。 今 後、書 類提 出・支 払い の締切 日が 様々あ りま すので 、も う一度 、お 子様と 一緒 に確認
をお願いいたします。

≪総務 部よ り≫
緊急事態宣言も解除さ れ、年間行事予定通り の 11 月 10 日（水）～ 12 日（金）の日程 で 修学
旅行 が 実施 できそ うで す 。 修 学旅 行は高 校生 活の中 でも 、一大 イベ ントで す。 生徒た ちが 楽しい
思い出をたくさん作っ てきてくれることを 願 っております 。
ま た、 学 校 に おい て は 引 き続 き 、 お 子様 の 安 心 と安 全 を 考 えて 感 染 予 防対 策 の 徹 底を 継 続 し て
まいり ます 。行事 ごと にその 内容 と目的 に合 わせた 感染 予防対 策を 計画し 、実 施して おり ます。
行事に よっ ては、 これ までと は 大 きく違 った 形での 活動 になっ てい るもの もあ ります 。保 護者の
皆様にはご理解いただ き、今後も学校 行事へ のご協力をよろしくお 願いいたします。
≪教務 部よ り≫
10 月に行われた中間考査までの成績を鑑み て、成績不振者を対象 とした校長・教頭指導 が始ま
ります 。こ の指導 は現 在の成 績で は進級 が危 ぶまれ る生 徒を対 象に 行われ ます 。保護 者の 方 も同
席して 、学 校長ま たは 教頭よ り話 をさせ てい ただく 予定 です。 今後 の定期 考査 に向け て努 力でき
るよう に学 校とご 家庭 との連 携を 取って 指導 してい きた いと考 えて おりま す。 ご多忙 とは 存じま
すが、学校より連絡の あった折にはご来校い ただくようお願いいた します。
２学期期末考査を 11 月 29 日（月）～12 月３日（金）の期間で 実施します。考査時間 割の発
表は 19 日（金）で す。定期考査は １・２ 年生が残り２回、３年 生は最後の考査です。 納得のい
く結果を出すために早 めに準備に取り掛かる よう、ご家庭でもお声 がけをお願いいたしま す。
≪進路 指導 部よ り≫
１年生および２年生が 全員受験する第 ３回全 統模試まで残り ２日と なりました 。今月は 、
「模試
受験のメリット」およ び「模試受験時に気を つけたいこと」にふれ たいと思います。
はじめに、模試を受験 する ３つの大きなメリ ットを 紹介します。
① 入試本番に近い雰囲気 を感じられる
② 普段の学習で気づかな い弱点を発見すること ができる
③ 受験者の中での自分の 位置がつかめる
模 試は 、 こ れ まで の 学 習 成果 を 確 認 する 場 で あ ると と も に 、本 番 の 入 試を 想 定 し た取 り 組 み を
試みる機会です。受験 後の結果よりも、模試 を受験するプロセスを 大事にしてほしいと思 います。

次に、模試受験時に気 をつけたいこととして 以下に ３点挙げます。
❶ (試験時)試験時間を意識して受験に臨も う
❷ (試験後)時間が足りずに手をつけられな かった問題に受験後必 ず挑戦しよう
❸ (試験後)『学習の手引き (解答・解説集 )』をもとに模試の問題 を見直し、間違えた問 題や分
からなかった問題につ いて理 解を深めよう
今回の受験を通して、自分なりの時間配分が 行えるようにしたいも のです。その第一歩と して、
試験開 始時 に必ず 一通 り問題 に目 を通し 、大 体の時 間配 分を考 える ことが 習慣 づけら れる ように
してく ださ い。模 試は 重要問 題の 宝庫で す。 やって しま いがち なミ スや弱 点分 野を自 覚し 、繰り
返して ミス をした り間 違えた りし ないよ うに するた め の 貴重な 機会 です。 ぜひ 、決し て諦 めず 大
事に受 験し てきて ほし いと思 いま す。 な お、 今回の 模試 の結果 につ きまし ては 、 １２ 月の 保護者
会の際 にご 報告で きる 予定に なっ ており ます ので、 その 際に担 任に 志望校 や今 後の学 習の 進め方
について相談していた だければと思います。
最後に、今月も受験生 に勇気の出る名言を一 つ紹介します。
一生懸命努力すること に勝るものはない。 トーマス・エジソン（ アメリカ・発明家）
≪生徒 指導 部 よ り≫
朝晩 の気温が低くなっ てきました。学校指定 のセーター、カーディ ガン、ベストを活用し て、体
調管理 に努 めてく ださ い。登 下校 の際で も、 必ず指 定の ものを 正し く着る よう 、ご家 庭で もご指
導いた だけ ると幸 いで す。な お、 防寒具 を使 用する 際は ブレザ ーを 着用し た上 で、華 美で ないも
のを着るようお願いい たします。詳細は「生 徒手帳」p.15 をご参照ください。また、乾 燥対策で
リップ クリ ームを 使用 する生 徒が 増えて きま した。 学校 では色 のつ いたも のを 禁止し 、透 明なも
ののみ 使用 を認め てい ます。 引き 続きル ール を守っ て学 校生活 を送 ってほ しい と思い ます 。 ３年
生はいよいよ総合型選 抜入試、学校推薦型選 抜入試 が本格的に始ま ります。入試等の面接 に際し、
最も重 要な ことは 第一 印象の 身だ しなみ です 。次い で、 立ち居 振る 舞いと 言葉 遣いで す。 面接な
ど緊張する場面では、気をつけていても普段 の自分がどうしても出 てしまうものです。日 頃から、
身だし なみ も含め て緊 張感を 持っ た学校 生活 を送る よう 、ご家 庭で もご指 導く ださい 。な お、寒
くなってきたせいか遅 刻する生徒が増えてき ています。今一度気を 引き締めて生活習慣を 見直し、
普段か ら時 間を守 る意 識を高 めて ほしい と思 います 。ご 家庭で もご 指導、 ご協 力をお 願い したい
と思います。
≪生徒 会部 より ≫
緊急事態宣言にともな い、順延されて いまし た体育祭が“山田の日 ”として 10 月 22 日（金）
に秋晴れの中で行われ ました。感染予防対策 を講じたうえで 学年別 で の 縮小実施となりま したが 、
生徒会 執行 部や 体育祭 常任委 員が 中心 となり 、部活 動の 力も 借りて 運営を 行い まし た。今 年度初
めての 生徒 会行 事とい うこと もあ り、 生徒の 皆さん が行 事を 楽しん でいる 様子 、笑 顔 が多 く見ら
れ、充実した行事にな ったと感じました。
また、後期の 生徒会執行部が立ち上がり、なごや ING キャンペー ン、生徒会誌「やまだ」の発
行、卒業式の特別イベ ント、 来年３月に行わ れる Y-sports の準 備・運営に尽力します 。前期の
ように 学校 行事 が目白 押しで はあ りま せんが 、生徒 会誌 の編 集、次 年度の 体育 祭や 文化祭 の原案
作成な ど、 大切 な仕事 がたく さん あり ま す。 生徒自 らの 手で 生徒会 活動を 進め ると い う生 徒会本
来の姿を目標に、一つ ひとつ着実に活動をし てもらいたいと思いま す。
中間 考査 以降、 部活 動では 活動 の規制 が緩 和され 、少 しずつ 各部 の活動 に活 気が戻 って きたよ
うに感 じら れます 。 活 動が制 限さ れ、モ チベ ーショ ンが 保ちづ らい 状況 が 続い たと思 いま すが 、
一度始 めた それぞ れの 活動を 引退 ・卒業 まで 続けて 欲し いと思 いま す。続 けた からこ そ気 づける
こと、 得ら れるも のが 必ずあ りま す。 保 護者 の皆様 から も、そ うし た観点 から 生徒の 皆さ んを応
援していただけたら幸 いです。
☆山田の日結果☆
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