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新入生 およ び保護 者の 皆様、 ご入 学おめ でと うござ いま す。高 校生 活がい よい よ始ま りま す。
教職員 一同 、保護 者の 皆様と 連携 を密に 取り 、 見守 りな がら生 徒 の 自己形 成を 促した いと 考えて
おりま す。 時節柄 、学 校教育 を推 進する にあ たって は様 々な工 夫が 必要に なる かと思 われ ます。
保護者の皆様にも、ご 支援 ご協力賜りますよ うお願いいたします 。
上級生 にと っても 、４ 月は新 しい 一年の 始ま りです 。昨 年 度ま での 成果や 反省 を糧に 、新 たな
一年が充実したものと なるよう、サポートし ていきたいと考えてい ます。
≪総務 部よ り≫
ＰＴＡ は教 職員と 保護 者の皆 様と が協力 して 、 生徒 の高 校生活 を支 援して いく 組織で す。 さま
ざまな場面でご理解と ご協力 をいただきます よう 、よろしくお願い します。
本校で は保 護者の 皆様 に配布 する 多くの 資料 や生徒 の学 校での 活動 の様子 など 様々な 情報 を 公
式 WEB サイトで公開 して おります。是非ご 覧ください。
≪教務 部よ り≫
4 月 7 日（木）午後よ り通常授業が始まりま す（午前は到達度テス ト）。新クラスや新た な科目
の授業に早く慣れて、 学習習慣を確立 してほ しいと思います。
また、2・3 年生で昨年度不認定科目のあっ た生徒に対して、追認 考査が 8 日（金）～１１日
（月） の期 間に 実 施し ます 。 確実 に合格 する よう、 十分 に学習 がで きる環 境づ くりに ご協 力くだ
さい。
≪進路 指導 部 よ り≫
進路 指 導部 は 、個 々 の 生徒 の 第一 希 望の 進 路 実現 を サポ ー トし 、 国 公立 大 学や 上 位私 大 を 目標
とする生徒のさらなる 意欲を後押しかつ丁寧 な支援・指導を目標に しております。
今年度のスローガンは 『 第一希望進路実現 ～より高く～ 』とし ました。昨年度の 3 年生が
ここ 数 年の 中 でも 特に めざ ま しい 実 績を 残し まし た 。在 校 生も 先輩 の実 績 を超 え られ るよ う 、 た
ゆまぬ努力をしてほし いと思います。
なお、今年度、この 4 月号をもって学校だよりにおける進路指導 部の掲載を終了し、隔 月発行
予定の「進路通信 (仮)」にて、タイムリーな 重要情報を お伝えして いく 予定ですので、そ ちらを ぜ
ひご 熟読ください（PDF にてウ ェブサイト にも順次掲載）。引き 続き、本校の進路指導 にご理解 と
ご協力をよろしくお願 いいたします。
≪生徒 指導 部 よ り≫
生徒指導部は「生徒を 育てる」という観点か ら、身なりや生活習慣 、交通マナー等につい て指導
を行 っ てい ま す。 まず はお 子 様に 、 規則 正し い生 活 習慣 を 身に つけ させ て くだ さ い。 ３年 間の 高
校生活を有意義に過ご すための基礎となりま す。特に朝は 8 時 ２ ５分ま で に教室へ入ることがで
きるよう、余裕をもっ て登校させてください 。なお、遅刻・欠席 等 の連絡は、保護者の方 から朝 ８
時２０ 分ま で にお願いしたします。山田高校 （℡ 052-501-7800）
また 、服 装・頭 髪の ルール につ きまし ても 、生徒 手帳 をご家 庭で もう一 度お 読みく ださ い。き
ちんと した 身なり をす ること で、 気持ち も引 き締ま りま す。そ のこ とが、 有意 義な学 校生 活を送
ることにつながります 。
「生徒 を育 てる」 には 、保護 者の 皆様の サポ ートが 不可 欠です 。ご 家庭と 学校 で連携 して 指導
をしていきたいと考え ておりますので、ご理 解とご協力のほど、よ ろしくお願いいたしま す。

≪生徒 会部 より ≫
生徒会活動の原点は、
「出来ないことにチャ レンジすること」だと 考えます。チャレンジ には失
敗がつ きも のです 。生 徒会活 動は 失敗が 許さ れる場 です 。クラ スメ イトや 部活 動の仲 間た ちと失
敗を恐 れず 、助け 合い 、 様々 な生 徒会行 事や 部活動 に主 体的に 取り 組んで 欲し いと思 いま す。そ
うする こと で、 生 徒の 皆さん の高 校生活 がよ り充実 した ものに な り ますし 、学 校全体 が活 気 ある
ものになると信じてい ます。
また、本校では 1 年 生から生徒会執行部に 立候補することができ ます。定員は７名です 。立候
補届出日は 4 月 6 日（水 ）、7 日（木 ）、8 日（金）までです。そ して 12 日（火）に放 送による
立合い 演説 会があ りま す。山 高生 の 中心 的な 立場 と して 、生徒 会活 動に参 加し 、学校 をよ り良く
していきたいという心 意気の ある人は是非立 候補を検討してくださ い。
最後に、部活動につい て ですが、１年生は原 則全員登録となってい ます。部活動に参加す るこ
とで、学校生活をとても有意義なものにする ことができます。今年度の登録日は 4 月 20 日（水）
です。ご家庭でもよく 話し合っていただき、 ３年間打ち込めるもの を探してみてください 。
（1 年生は、4 月中は 原則残留練習がありま せんので、１７時００ 分に活動終了 となりま す 。）

