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名古屋市立山田高等学校

緑 がま ぶ し い 季 節と な り まし た 。 校 庭 では イ チ ョウ の 木 々 に 若葉 が 出 てき て い ま す 。生 徒 の み
なさん は、 クラス や友 人関係 、部 活動な ど新 しい環 境に も少し ずつ ですが 慣れ てきて いる ように
みえま す。 とはい え、 不安を 抱え たり調 子を 崩した りす る生徒 が多 いのも この 季節で す。 単純に
他者と 比較 をする ので はなく 、焦 らずに 自分 らしい 学校 生活を 送っ ていっ てほ しいと 願っ ていま
す。生 徒だ けでな く保 護者の 方も 、学校 カウ ンセラ ーに 相談が でき ますの で、 お気軽 にご 利用く
ださい。
さて、５月は今年度は じめての定期考査や、体育祭などの行事があ ります。山田高 校の web ペ
ージで は、 年間行 事予 定や月 間行 事予定 、そ の他配 布プ リント など を掲載 して います 。ご 家庭で
の話題にしていただけ ると幸いです。

≪総務 部よ り≫
今年度もＰＴＡの諸活 動にご理解とご協力を 賜りますようお願いい たします。
さて、早速ですが、年 度初めのＰＴＡ行事が 以下の通り予定されて います。
なお、詳細は生徒を通 じて別途ご連絡させて いただいております。

５月 10 日（火）会計 監査・新旧役員会・第 １回ＰＴＡ委員会
５月 17 日（火）ＰＴ Ａ総会 → 紙面開催 とさせていただきます
※ＰＴＡ総会議案集は 、後日、生徒を通じて 配付させていただきま す。

≪教務 部よ り≫
５月１ ６日（月）から １ ９日（木）までの４ 日間、１学期中間考査 が行われます。考査時 間割の
発表は ５月 ６日（ 金） で、考 査１ 週間前 の５ 月 ９日 （月 ）から は、 原則と して 部活動 も禁 止され
ています。
と りわ け １ 年 生に と っ て は、 高 校 生 活は じ め て の定 期 考 査 です 。 慌 て て取 り 組 む こと の な い よ
う早め の準 備を全 校で 呼びか けて まいり ます が、ご 家庭 でも計 画的 に学習 に取 り組む よう 声をか
けていただけると幸い です。
また来 年度 に向け て、 ５月２ ６日 （木） には 新２年 生（ 現１年 生） 向けの 、６ 月 ２日 （木 ）に
は新３ 年生 （現２ 年生 ）向け のコ ース・ 科目 登録説 明会 があり ます 。自分 の進 路につ いて 考える
良い機会になると思い ますので、ご家庭でも ぜひ話題にあげていた だければと存じます。

≪進路 指導 部 よ り≫
年度当初、５ 月 1７ 日（火 ）に 予定 してお りまし たＰ ＴＡ 進路説 明会 につきましては、 新型コ
ロナウイルス感染拡大 防止の観点より、残念 ながら 中止 とさせてい ただきます 。なお、
「 ２０２ ２
(R４)年度 進路の羅 針盤」を全生徒に配布 いたしますので、進路 に関してはそちらで詳 細を確認
していただければと思 います。
なお、同日に予定して おりました マネ ープ ラ ン説明 会に つい ては、 7 月保 護者 会時 に実 施 の方
向で 只 今 検討 してお り ます。詳 細が 決まり ま したら 生 徒を 通じて 文 書にて配 布い たしま す のでし
ばらくお待ちください 。
急な行事予定の変更に なりましたことを、こ の場を借りてお詫びい たします。

≪生徒 指導 部 よ り≫
新学年 が始 まり 、早１ ヶ月が 経と うと してい ます。 生徒 は、 新しい 環境の 中で 戸惑 いなが ら生
活を送っていることと 思いますが、新しい環 境の下、勉強、部活動 に励んでほしいと思い ます。
さて、本校では基本的 生活習慣の確立に向け 、遅刻については、厳 しい指導を行っており ます。
３回遅刻すると家庭連 絡と早朝登校 3 日、5 回で家庭連絡、指導部 係指導、早朝登校連 続 3 日に
なります。ぜひご家庭 でも基本的な生活習慣 についてお話しくださ い。
服装については、
「制 服をきちんと着こなす 」ための指導を行って お ります。シャツの裾 を中に
入れる 、ボ タンを きち んとと める 、ネク タイ ・リボ ンを きちん とつ ける、 スカ ートは 改造 したり
折り曲げたりしない、ズボンを下げて履かな いなど、
「きちんと着 こなす」ために必要な ことをご
家庭でもご指導くださ い。最近化粧や巻き髪 、スカートの折り曲げ で注意を受ける女子生 徒が時々
います 。身 だしな みに ついて は、 これま で以 上に注 意し ていき たい と思い ます ので、 ご家 庭でも
ご指導をよろしくお願 いします。
また、 交通 ルール ・マ ナーの 再確 認や時 間に 対する 意識 高揚の ため に、５ 月３ ０日（ 月） から
６月３ 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 。 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 。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。 時間の 遅れ を取り 戻そ うとす る焦 りが、
交通事故の一番の要因 になります。生活習慣 を見直し、
『ゆとり』を持って登校し、交通 事故防止
に努めてほしいと思い ます。

≪生徒 会部 より ≫
4 月 1２日（火）に 前期 生徒会役員選挙が 初の映像配信での形式 で実施され、前期の執 行部が
発足しました。昨年度 末の Y-sports の運営や新年度からの校則 改定などに引き続き、 校内でリ
ーダーシップを発揮し ていってくれることを 期待しています。
20 日（水）には部 登録が行われ ました。各部、新体制として 活 気ある活動が行われて います。
総体予 選が 始まっ た部 活動も あり 、 苦楽 を共 にして きた 仲間と の残 り僅か な時 間を大 切に 、最後
の大会 や発 表で こ れま での成 果を 存分に 発揮 してく れる ことを 応援 してい ます 。１、 ２年 生は先
輩からのバトンをしっ かりと受け継ぎ、各部 の良き伝統を繋いでい ってほしいと思います 。
5 月 28 日（金）には 体育祭（予備日 6 月 4 日（金））を実施予 定となっています。コ ロナ対
策をし っか りと施 して の運営 に努 めます 。久 々に三 学年 が一同 に会 しての 行事 となり ます ので、
生徒の皆さんにとって も良い思い出となって くれることを願ってい ます。

