令和４年１月号
毎月１日発行

名古屋市立山田高等学校
あ けま し て お めで と う ご ざい ま す 。 旧年 中 は 山 田高 校 の 教 育活 動 に ご 理解 と ご 協 力を 賜 り 誠 に
ありが とう ござい まし た。本 年も どうぞ よろ しくお 願い いたし ます 。昨年 はコ ロナウ イル スの流
行によ り、 普段通 りの 生活を 送る ことが 難し く、対 策に 苦心す る一 年でし た。 今年は その ような
不安か ら解 放され るこ とを祈 るば かりで す。 一人ひ とり ができ るか ぎりの 感染 症対策 を行 い、３
学期を健康に過ごせる ように心がけて いって 欲しいものです。
１ ・２ 年 生 に とっ て は 、 今年 度 の 学 習を ま と め あげ て 次 年 度へ つ な い でい く 大 切 な学 期 と な り
ます。 毎日 の授業 を中 心に、 家庭 学習で はス タ ディ サプ リ 等を 利用 して苦 手な 部分の 復習 をする
など基 礎学 力を定 着さ せてい くこ とが大 切で す。学 年末 には、 １年 を通じ た成 績が出 ます 。これ
は、自分の進路選択と 大きく関係することが ありますので注意 が必 要です。なお、学年末 考査は、
2 月 16 日（水）～22 日（火）の予定です 。
３ 年生 は 、 年 明け か ら 大 学入 学 共 通 テス ト や 一 般入 試 な ど が始 ま り 、 いよ い よ 入 試も 大 詰 め を
迎えま す。 今まで 積み 上げ て きた 努力が 、当 日の自 信に なりま す。 体調を 整え て、試 験に 落ち着
いて臨 むこ とがで きる よう教 職員 一同祈 念し ていま す。 また、 ３年 生は今 学期 から授 業時 間が４
時限目までとなり、2 月 15 日（火）に終講を迎えます。高校生活 もあとわずかです。４ 月から
の新生活に向けて学び を深め、時間を有効に 活用してほしいと思い ます。
≪総務 部よ り≫
「今後 の山 田高校 を考 える」 保護 者アン ケー トにつ いて 、ご協 力あ りがと うご ざいま した 。頂
いた貴 重な ご意見 やご 感想は 、今 後の山 田高 校の運 営の 参考に させ ていた だき ます。 今後 ともよ
ろしくお願いいたしま す。
≪教務 部よ り≫
各 教科 か ら 冬 季休 業 中 の 課題 等 が 出 され て お り ます 。 期 日 を守 っ て 必 ず提 出 す る よう に 、 ご 家
庭でもお声をかけてい ただくよう、よろしく お願いします。
３年 生は 今月か ら午 前授業 とな ります ので 、午後 の時 間の使 い方 に注意 が必 要です 。入 試を控
えてい る人 はもち ろん のこと 、進 路が決 定し た人も 、そ れぞれ の将 来に向 けて の勉強 に取 り組む
時間として活用してく ださい。
≪進路 指導 部よ り≫
まずはじめに、今年（ 2022 年）一年が生 徒および保護者の皆さ んにとって実りある 1 年にな
りますことを進路指導 部としても切にお祈り します。
さて 、共 通テス ト本 番まで 残り わずか とな りまし た。 今回は 本番 を見据 えた 脳のコ ンデ ィショ
ニング の話 を紹介 しま す。そ もそ も受験 は、 当日の 試験 でより 多く 正解で きた 人が合 格す るもの
です。
「もともと頭が よい人」や「模試の成 績がよかった人」が確 実に合格できるわけで はありま
せん。それを踏まえ、 脳を働きやすい状態に するポイントを２つあ げます。
① まず健康であること。そのうえで目的・目標をシンプルにすること 。目的・目標が明確でな
いと、脳のどの部分を 機能すればよいか分か らず、脳は効率よく働 きません。
② 「終わり」を設定 した 逆算スケジュールの立 案 をすること。1 日の 学習の中でも○○時ま で
という「終わり」を決 めることで脳はその時 間に終えられるように 働き始めるのです。
～脳内科医 加 藤俊徳先生 のコメン ト～
さら に、 記憶の 定着 を左右 する 息抜き タイ ムの過 ごし 方も皆 さん にぜひ 知っ ておい ても らいた
いと思 いま す。勉 強の 休憩中 、意 識して いな くても 、脳 は休憩 前の 学習内 容を 反芻し てい ます。
これを 邪魔 しない 過ご し方の おす すめは 散歩 だそう です 。逆に 一番 おすす めで きない のは 、スマ
ホのゲ ーム であり 、ゲ ームの 強い 刺激が 脳内 の働き を弱 め、学 習の 記憶自 体が ゲーム の刺 激に置
き換わ って しまう そう です。 スマ ホを 見 ると 目も疲 れる ので、 見る 時間自 体を 減らす こと を私か
らもおすすめします。

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。

運命の女神 は、積極果敢な行動をとる人間に味方する 。

（マキャベリ

イタリアの政治思想家）

≪生徒 指導 部 よ り≫
３ 学期 は １ 年 のま と め を する 学 期 で す。 昨 年 を 振り 返 り 、 １年 間 を 見 通し た 計 画 を立 て 、 自 分
の進路 の実 現に向 けて 努力し てほ しいと 思い ます。 また 、２学 期後 半は、 様々 な理由 で遅 刻する
生徒が増えてきました 。新年を迎え、気持ち を新たにして遅刻ゼロ を目指して ほしいと思 います。
さて、生徒指導部で は 1 月 17 日（ 月） から 21 日（金）まで 「生活見直し・交通安 全週間」
の実施 を予 定して おり ます。 この ５日間 で１ 回でも 遅刻 をする と、 翌日８ 時１ ０分に 早朝 登校す
ること にな ります 。冬 休みの 生活 リズム をい つまで も引 きずら ずに 余裕を もっ て登校 し、 予鈴を
教室で 聞け るよう 、ご 家庭で もお 声かけ くだ さい。 また 、この 期間 は交通 安全 委員の 生徒 や教員
が学校 周辺 に立ち 、 生 徒が安 全に 登校で きる ように 声か けをし ます 。 交通 ルー ルや通 学マ ナーに
ついても、もう一度見 直す機会にしてもらえ たらと思います。
３年生の多くは 進路の 実現に向けて忙 しい日 々を送っている ことと 思います。３学 期は午 前中
授業と なり 、新た な生 活リズ ムの 中で過 ごす ことに なり ます。 残り 少ない 高校 生活を 気持 ちよく
過ごす ため に、引 き続 き時間 や規 則を守 るよ う指導 して まいり ます 。残り わず かでは ござ います
が、お 子様 が安心 して 学校生 活を 送るこ とが できる よう 、今後 とも 指導へ のご 理解・ ご協 力のほ
どよろしくお願いいた します。
≪生徒 会部 より ≫
12 月１７日（金）に 行われた試行オンライ ン授業の際に、生徒会 執行部が主導で行う「 生徒会
アンケ ート 」を実 施 い たしま した 。寄 せ られ た意見 やア イディ アの うち、 山田 高校が より 良くな
るものを実現できるよ う、関係部署と連携し ていきたいと思います 。また、 1 月 19 日（水）に
は市立 高校 の生徒 会執 行部が 各校 の取り 組み や意見 交換 を行う 、連 絡協議 会に 本校執 行部 も参加
いた します。そちらで 得られた他校の取り組 みを参考に、本校全体 に還元できればと思い ます。
先月作成した「なごや ＩＮＧキャンペーン」のポスターを山田地区 会館、山田図書館、西 文化
小劇場に持参し、掲示 をお願いしました。足 を運ぶ機会がありまし たら、是非ご覧くださ い。
☆本校ダンス部がＣＢ Ｃテレビの取材を受け ました！
12 月 15 日（水）にＣＢＣテレビ「チャン ト！いざ学校に向井ま す 」の取材を受けまし た。お
笑い芸 人の パンサ ー・ 向井さ んが リポー ター を務め 、和 気あい あい とした 雰囲 気の中 、撮 影が進
みました。ダンス部員 たちにとって良い思い 出に なり、今後の活動 の励みにもなったと思 います。
放送日は 1 月 26 日（水）の予定となって います。多くの方にダ ンス部の活躍をご覧い ただけた
ら幸いです。これを機 に、本校の部活動が一 層活性化していくこと を期待します。

「いざ学校に向井ます」| チャント！ | 毎週月～金曜 午後 3:49～放送 | CBC テレビ (hicbc.com)

