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名古屋市立山田高等学校

今年度 の「 学校だ より 」も最 終号 となり まし た。 昨 年度 に引き 続き 新型コ ロナ ウイル ス感 染症
の影響のため、生活の 様々な場面で配慮と工 夫が必要とされる 1 年であったと思います 。感染症
対策と 教育 活動を 両立 させて いく うえで 、保 護者の 皆様 には山 高コ ロナミ ッシ ョンな どを 通じて
たくさんのご協力をい ただき、誠にありがと うございました。来年 度は少しでも状況が改 善され、
不安なく学校生活がお くれる日が来るよう教 員一同願っております 。
春からの新学期は、1 年生は学校の中心とな る 2 年生に進級しま す。修学旅行など大き な行事
もあり ます 。春 季 休業 中の課 題や スタデ ィサ プリを 利用 するな どし て、新 学期 までに 苦手 科目の
復習を行い、次へとつ ながる準備をはじめま しょう。
2 年生にとって来年度 は自分の将来をより具 体的に考える 1 年と なります。希望する進路を選
択できるように、春季 休業 中に 1・2 年時 の復習に取り組み、苦 手をなくして基礎を固 めた上で
3 年生のスタートを 切りましょう。ご家庭 でも進路についてよく 話し合っていただけれ ば幸いで
す。
来年度もどうぞよろし くお願いいたします。
≪総務 部よ り≫
今 年度 も 新 型 コ ロナ ウ イ ルス の 影 響 で 多く の 行 事が 思 う よ う に 実 施 す る こ と が で き ませ ん で し
た。ど の行 事でも 生徒 たちの 思い 出に残 るよ うな内 容で の運営 を一 番に考 えま したが 、そ れが実
現でき ない 時もあ り、 生徒た ちも 苦しい 思い をして いた と思い ます 。その よう な中で 、保 護者の
皆様には温かく見守っ ていただき、本当に感 謝をいたします。 1 年間学校運営にご協力 いただき
ありがとうございまし た。
≪教務 部よ り≫
学年 末考 査が終 了し 、今年 度の 授業も あと わずか とな りまし た。 この時 期は 、単位 認定 ・進級
認定に関わる時期です 。担任からお知らせす る連絡事項にご注意く ださい。また、3 月 4 日（金）
午後 ～10 日（木）は、高校入試のため家庭 学習期間となっていま す。

＜教科書・補助教材販売についてのお願い ＞
来年度使用する教科書 ・補助教材を販売しま す。
・選択科目により合計 金額が変わります。生 徒に「販売価格表」を 配布 します。内容の確 認とと
もに、代金のご用意を お願いします。
・ 宅配利用の方 ：生徒 に専用の振込用紙を 配 布しますので、期日ま でに振り込みをお願 い しま
す。書店が入金を確認 次第、教材 を発送しま す。
・ 書店で直接購入され る方 ：指定日に大阪屋 書店でご購入ください 。当日は「販売価格表 」 か
ら切り取った「購入 票」と「代金（現金 ）」をお持ちください。お手数ですが 代金は、おつり
の無いようにご用意 ください。教科書を含むため、支払いは現金のみ となります。クレジット
カード・電子マネー ・図書カードを含む金 券等は利用できません のでご注意ください。

≪進路 指導 部よ り≫
進路指導部主催の学校 行事として、3 月 17 日（木）に大学等模擬 授業を 予定しています 。2 学
期末のアンケート希望 をもとに、 1・2 年生 の皆さんが 大学の先生 方の授業を 1 コマな いし 2 コ
マ受講 でき るよう 割り 振りま した 。現在 の社 会状況 下に おいて 、オ ープン キャ ンパス での 体験授
業の機会が減少してお り、対面型でお話が聞 けるというのはとても 貴重 なことといえます 。ぜひ、
この日 の体 験を進 路選 択の一 助と して、 次な るステ ップ へ進む きっ かけに して もらい たい と思い
ます。

また、3 月は 8 月に 次いで 家庭での学習時 間がとれる時期かと思 われます。山高生の伸 び悩み
の要因 の第 １位は 、家 庭学習 時間 の不足 にあ ります 。ぜ ひ、新 学期 に スタ ート ダッシ ュを 切るた
めにも 、模 擬試験 の復 習（模 試ナ ビの活 用） やスタ ディ サプリ の動 画を活 用し た自主 学習 に励 ん
でくだ さい 。 新年 度に 我々教 職員 をびっ くり させる よう な成長 ぶり を見せ て も らいた いと 期待し
ています。
最後に、今年度最後の 山高生におくる 名言を 一つ紹介します。

苦悩を突き抜けて 、 歓喜を勝ち得るのだ。

ベートーヴェン（ドイツ ・作曲家 ）

≪生徒 指導 部 よ り≫
いよいよ 3 月です。3 学期は、新型コロナ ウイルス感染 症にとも なう学級閉鎖が相次ぎ 、とも
すれば 生活 習慣が 乱れ がち に なる のでは ない かと、 懸念 されま す。 実際に 遅刻 者も少 なか らずい
ます。 規則 正しい 生活 を送 り 、時 間に余 裕を もって 家を 出るよ うに 心がけ てく ださい 。 身 だしな
みにつ いて も、 先 日の 個人写 真撮 影で指 導を 受けた 生徒 が若干 名い ました 。学 年が上 がっ ても、
気を緩めることなく学 校生活を送って欲しい と思います。
今月は 3 月 4 日（金 ）に西警察署の生活安 全課の方に、サイバー 犯罪 防止講座を開いて いただ
きます 。 コ ロナ対 策と して、 配信 による 講座 を予定 して います が、 今後の 状況 次第で 、実 施の有
無も含めて変更の可能 性があります 。
春季休 業中 は、身 分証 明書を なく したり 、誤 って捨 てた りする 生徒 が増え る時 期です 。身 分証
明書は ３年 間同じ もの を使用 しま す。大 切に 保管す るよ うにし てく ださい 。ま た、 学 割の 発行に
は時間 がか かりま す。 帰省等 で必 要にな った 際には 早め に生徒 指導 部へ申 し出 るよう 、こ ちらも
ご注意ください。
新 3 年生は、いよい よ 進路の決定など、将 来のことを考え、それ に向かって進んでいく ことに
なります。春休みも含 め、 3 年生になるまで の残りの１か月は、 3 年生になるための準備 期間で
す。生活リズムを整え 、
「やるべきこと」を きちんとやりながら、意義ある時間を過ごし てもらい
たいと思います。3 年生に向けて何をすべ きなのか、 ご家庭でも 今一度お話いただ きま すようお
願いします。
≪生徒 会部 より ≫
3 月 14 日（月）～16 日（水）に Y-sports202２（球技大会）を 予定しています。14 日に
はアルティメットとソ フトバレーボールを男 女混合でレク種目とし て、 15、16 日には バスケッ
トボー ル、 ドッジ ボー ル、卓 球 を 競技種 目と して実 施 し ます。 現在 の学年 での 最後の 行事 を楽し
んで欲しいと思います 。
いよいよ 4 月には 1 年生の皆さんにも後 輩ができ、2 年生の皆 さんは最終学年となり ます。早
ければ 4 月末から総 体予選等が始まり、 2 年生にとって最後の大 会となる 部も多いと思 います。
この春休みに充実した 活動をして、最後の舞 台に万全の状態で臨ん で欲しいと思います。 1 年生
の皆さ んは 、そう した 先輩た ちの 姿を見 て、 良いバ トン をつな げて いける よう に、頑 張っ ていっ
て欲しいと思います。

