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名古屋市立山田高等学校
新学期が始まって２ヵ 月ほど経ちます。新し いクラスに、徐々に慣 れてきた頃でしょうか 。
コロナ ウイ ルス 感 染症 の拡大 がお さまっ たと はいえ ず、 学校生 活に も影響 はあ ります が、 生徒た
ちはＨＲクラスや学校 行事、 部活動などを通 して、少しずつ絆を深 めているようです。
また、 来年 度の科 目選 択や進 路希 望調査 のこ とで頭 を悩 ませる のも この時 期で す。ご 家庭 でも
学校生 活の ことや 進路 のこと など で、お 子様 と話を する 機会を つく ってい ただ きます よう 、よろ
しくお願いします。
≪総務 部よ り≫
コ ロナ 禍 で の 学校 活 動 と なり 、 生 徒 の皆 さ ん 、 保護 者 の 皆 様に は 大 変 ご心 配 を お 掛け し て お り
ます。 ＰＴ Ａ関連 の行 事につ いて も、 コ ロナ ウイル ス感 染 対策 を講 じなが ら、 実施可 能な 行事を
さぐっていきますので 、 何卒ご理解をお願い いたします。
ま た、 保 護 者 の皆 様 に は 、 先 日 Ｐ Ｔ Ａ総 会 の 議 案集 を 配 布 させ て い た だき ま し た 。先 月 の 学 校
だより でも お知ら せし ました よう に今年 度は 紙面開 催と なって おり ます。 併せ てご理 解の ほどよ
ろしくお願いいたしま す。
≪教務 部よ り≫
中 間考 査 が 終 わり ま し た 。今 後 、 各 担任 よ り 成 績個 票 が 渡 され ま す 。 ６月 ６ 日 （ 月） ～ １ ０ 日
（金）には、生徒一人一人、担任との個人面 談が行われます（短縮 ７限）。担任からのア ドバイス
を受け て日 頃の勉 強の 仕方を 見直 し、期 末考 査やそ の先 の進路 に向 けてど う学 習を進 めて いくべ
きかを 考え る期間 と位 置づけ てい ます。 期末 考査は ６月 ２ ７日 （月 ） ～７ 月１ 日（金 ）で す。ご
家庭においても学習方 法を見直し、早めに準 備を始めるようご指導 をお願い いたします。
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、 １ ・２ 年生
ともに １３ 日（月 ）ま でに予 備登 録をす るこ とにな って おりま す。 この機 会に 卒業後 の進 路につ
いて、お子さまとお話 し合い を深めていただ きますようお願いいた します 。
≪進路 指導 部よ り≫
5/17 に予定しており ました PTA 進路説明 会の代替資料として「 進路通信
に発行および配付いた しました。ぜひ、お目 通しいただきたく思い ます。

No.01」を 5/26

≪生徒 指導 部 よ り≫
初夏を 迎え 、夏日 も増 えてき まし た。気 温の 上昇に 伴い 、長袖 シャ ツの裾 が出 ていた り、 ボタ
ンを二 つ以 上開け てい たりす るな ど、乱 れた 服装が 目立 ち始め ます 。また 、１ 年生を 含め 、スカ
ートの 折り 曲げで 注意 を受け る女 子生徒 が見 られま す。 これら は正 しい制 服の 着方で はあ りませ
ん。特に 2 年生は 、山 田高校の中心学年とし て、さらに修学旅行に 向けても、
「きち んと 制服を着
る」よ う心 がけて ほし いです し、 ３年生 は受 験や就 職活 動に向 けて 、常日 頃か ら身だ しな みをき
ちんと する 習慣を つけ てほし いと 思いま す。 ご家庭 でも 、登校 する 前に気 づか れまし たら 、 お声
がけをお願いします。（５月から 11 月は、 夏服と冬服を選択して 着用することができま す。）
また、 最近 遅刻の 回数 が若干 増加 傾向に あり ます。 通院 等やむ を得 ない場 合も ありま すが 、寝
坊、忘 れ物 、電車 の乗 り間違 い等 不注意 によ るもの もあ ります 。梅 雨の季 節に なり、 公共 交通機
関のダ イヤ が乱れ るこ ともあ りま す。電 車・ バスの ５分 程度の 遅延 は頻繁 に起 こりま す。 ゆとり
をもっ て登 校し、 教室 で予鈴 を聞 けるよ うに 引き続 き声 かけを して いきま すの で、ご 家庭 におい
てもご協力お願いいた します。
さて、 ５月 号でも お知 らせし まし たが、 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、 生活見 直し ・交通 安全 週間を ５月 ３０日 （月 ）～６ 月３ 日（金 ）に 行いま す。 時間に
余裕を 持っ て、全 員８ 時２５ 分ま でに教 室に 入るよ うに 指導し てい ます。 期間 中一度 でも 遅刻し

た場合 、通 常の遅 刻指 導とは 別に 早朝登 校指 導をし ます ので、 ご家 庭でも ご協 力くだ さい 。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 ≫
5 月２７日（金）に予 定していた 体育祭が雨 天のため、 6 月 3 日 （金）に順延となりま した。
久々に ３学 年が揃 った 形で の 実施 となる ため 、楽し みに してい た生 徒の皆 さん も多い と思 うので
大変 残念ですが、6 月 3 日（金）に生 徒 の皆さん の生き生きと した表情が たくさん見 られること
を楽しみにしています 。
６月に入ると各クラス で山高祭（文化祭）の企画立案が始まります 。
「真剣」に取り組む からこ
そ、と きに意 見が ぶつ かるこ ともあ ると 思い ます。「 やりた い人 が やれば いい」「 自分 に は関係な
い」
「自分がやりたい ものとは違う」といっ た後ろ向きな姿勢では 、そうした意見のぶつ かり合い
は起き ない でしょ う。 各クラ スで クラス メー トの意 見も 尊重し あい 、協調 性を 大切に しな がら、
よりよ い発 表にな るよ う、議 論を 重ねて 準備 を進め てい って欲 しい と思い ます 。その 結果 、多く
の山高生が「達成感」 を得られることを期待 しています。
３年生 はい よいよ 「受 験生 」 です 。部活 動が 一段落 した 人は、 部活 動を頑 張っ た経験 を力 にし
て、受 験勉 強に向 かっ てくだ さい 。これ から 最後の 大会 ・発表 会に 挑む３ 年生 は、残 りわ ずかな
時間を大切に、有終の 美を飾れるように頑張 ってほしいと思います 。

