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名古屋市立山田高等学校

2 月４日（金）は「 立春」。暦の上では春 を迎えていますが、ま だまだ寒い日が続きそ うです。
３年生 は来 月卒業 を迎 えます 。卒 業まで の時 間は長 くは ありま せん が、真 摯に 学習に 向か うこ
とで充実した学校生活 を送ってほしいもので す。卒業証書授与式は 3 月 1 日（火）に挙行 します。
３年間 頑張 った皆 さん にとっ て新 たな旅 立ち の日で す。 保護者 の方 におか れま しては 、新 型コロ
ナウィルス感染症によ る制限もございますが 、卒業生 1 家庭につ き 1 名までは出席し ていただく
ことができます。
1・2 年生にとっては 、今年度最後の定期考 査である学年末考査が 、2 月 16 日（水）～ 22 日
（火） まで 実施さ れま す。ス タデ ィサプ リな どを利 用し て、弱 点ポ イント の復 習や強 化に 力を注
いでほしいと思います 。
いまだ コロ ナの感 染状 況は予 断を 許さな い状 態が 続 いて おりま す。 一人一 人の 感染防 止に 対す
る意識 や取 り組み が、 感染拡 大を 抑止し ます 。制限 が多 い中で の教 育活動 とな ります が、 ご理解
ご協力をお願いします 。

≪総務 部よ り≫
先日、 ３年 生の保 護者 さま宛 に卒 業式の 案内 を出さ せて いただ きま した。 本来 であれ ば、 多く
の方に ご列 席をお 願い したい とこ ろです が、 今年度 も １ 家庭に つき １名 ま でに 制限さ せて いただ
いております。このコ ロナ禍の折、ご理解い ただけたら幸いです。

≪教務 部よ り≫
学年末考査（1・2 年生対象）は、 1 年間の総まとめとなる考査で す。万全の態勢で臨む よう、
ご家庭でもお声かけを お願いします。
また、3 年生の成績不 振者を対象に追認考査 を実施します。該当の 生徒は 3 月 1 日（火 ）の卒
業式に参加できるよう 、全力で取り組んでく ださい。

≪進路 指導 部 よ り≫
２年目 を迎 えた大 学入 学共通 テス トの本 試験 ・追試 験が 終了し まし た。 ２ 年前 まで に 実施 され
たセン ター 試験と 比較 すると 、共 通テス トで は『知 識や 解法の 暗記 のみで 解答 できる 問題 』が減
少し、
『思考力・判断 力を発揮して解くこと が求められる問題』が 増えています。身につ けた基本
的な知 識や 解法、 公式 の使い 方な どを十 分に 理解し た上 で 、そ れを 様々な 場面 で活用 でき るかを
問う出題傾向が昨年度 に まし て強くなってい る印象があります。
また、 問題 内に掲 載さ れてい るグ ラフ・ 地図 ・写真 ・文 章・図 版な ど、読 み取 る資料 の量 が増
加しま した 。複数 の資 料から 必要 な情報 を試 験時間 内に 迅速に 整理 し、か つ、 考察し 解答 する力
が求められる傾向が今 後も続くと予想されま す。1・2 年生の皆さんは、このようなこと を意識し
て自分の実力をつけて いってもらいたいと切 望します。なお、
「正 解の数が不明」といっ た新しい
問題形 式の 出題も あり ました ので 、模擬 試験 などで そう いった 出題 に 慣れ てい く重 要 性も 感じま
した。ぜひ、今後の模 擬試験の積極的な受験 をお願いしたいと思い ます。
最後に、今月も、受験 生に送る名言を一つ。
■悲しみ、苦しみは人 生の花だ （日本・作 家 坂口安吾）
悲しみ を乗 り越え れば 優しさ が芽 生える 。苦 しかっ た経 験は人 生に 役立つ 、そ んな時 が必 ず来
ます。「第一志望、進 路実現」目指して、み なさん、がんばってい きましょう。

≪生徒 指導 部 よ り≫
今年度も残すところ 2 ヵ月となりました。1・2 年生はそれぞれ 進級し、 4 月には新入生を迎
えます。下級生は、良いところも悪いところ も、上級生の姿を見て行動をします。山田高校の「先
輩」として、さらなる 自覚をもって、行動や 身だしなみに気をつけ てもらいたいと思いま す。
さて、1 年生は 2 月 3 日（木）のＨＲの時間 に来年度用の個人写真 撮影があります（２年 生は、
1 月 27 日（木）に撮影済）。この日に不備 のある生徒は、別日での撮影となります。リボンやネ
クタイ を忘 れずに 着用 し、正 しい 身だし なみ で臨ん でほ しいと 思い ます。 ブレ ザーや シャ ツのボ
タンが とれ ていな いか 、前髪 が目 にかか らな い長さ であ るかな ど、 ご 家庭 でも あらか じめ 確認を
お願いいたします。
3 年生は、いよいよ 卒業です。山田高校が さらに良い学校となる よう、最高学年という 自覚を
持って 最後 まで過 ごし てくだ さい 。卒業 式で 立派な 皆さ んに会 える ことを 楽し みにし てい ます。
保護者 の皆 様にお かれ まして は、 ３年間 、本 校の指 導に ご理解 ・ご 協力い ただ きあり がと うござ
いました。15 日（火）の終講後は、 3 月 1 日（火）の卒業式まで家庭学習期間となり ます。新
たな進路へ向け、生活 が乱れぬようよろしく ご指導ください。

≪生徒 会部 より ≫
生徒会執行部では 1 月 17 日（月）～21 日（金）の期間に各学 期に一度の あいさつ運 動を行
いまし た。 雪がち らつ く日も あり ました が、 寒さに 負け ず、校 門で 登校時 のあ いさつ と手 指消毒
の呼びかけを行いまし た。
3 年生は間もなく終講 となり、卒業が近づい てきました。 授業も HR 等の活動も、最後ま でし
っかり とや り切っ て卒 業を迎 えて 欲しい と思 います 。そ のやり 切れ たとい う思 いで卒 業式 を迎え
ることが出来れば、 4 月からのそれぞれ の進路先でも 、きっと スムーズなスタートを 切ることが
出来ると思います。
1・2 年生は Y-sports2022（球技大会）の実施を 3 月に検討 中です。運動常任委員 と生徒会
執行部で可能な範囲で の企画、準備を進めて います。1・2 年生のクラスでの最後の行事 となりま
す。楽しみにしていて ください。

