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名古屋市立山田高等学校

暑い日 が続 き、本 格的 な夏の 到来 となり まし た。生 徒の みなさ んは 期末考 査が 終わり 、各 クラ
スで学 校祭 の準備 に向 けて少 しず つ話し 合い を進め てい るとこ ろで す。 今 月中 旬から 予定 されて
いる担任との個人懇談 会 は、日頃の学校生活 や成績、進路などにつ いてお話いただける機 会です。
ご多忙とは存じますが 、ご予定ください。
個人懇談会期間が終わ ると、夏季休業に入り ます。今年度の夏季休 業は 40 日ほどです 。学習
方法や 苦手 科目な どに 不安が ある 生徒に とっ ては、 見直 しや改 善を はかる 絶好 のチャ ンス です。
担任や 教科 担当者 に、 積極的 に質 問・相 談を してほ しい です。 また 、３年 生に とって は進 路を決
める夏 です 。夏季 休業 中の学 習で 力をつ けて 、２学 期を 迎えて 欲し いと願 って います 。長 い夏季
休業で すが 、規則 正し い生活 や計 画的な 学習 を心が けて くださ い。 ご家 庭 でも お声が けを よろし
くお願いします。

≪総務 部よ り≫
本 校で は 、 防 災意 識 を た かめ る た め に ７ 月 １ ３ 日（ 水 ） に 防災 委 員 に よる 名 古 屋 大学 減 災 館 の
見学を 予定 してい ます 。また 、９ 月１日 （水 ）の始 業式 には全 校で 防災訓 練 、 １０月 ６日 （木）
には 1 年生対象の防 災教室を 予定していま す。先日、石 川県でも大 きな地震があったばか りです。
夏季休 業を 前に、 ご家 庭にお いて も、い ま一 度 、防 災に ついて 話題 にして いた だきま すよ うお願
いいたします。

≪教務 部よ り≫
１ 学期 期 末 考 査が ７ 月 １ 日（ 金 ） で 終了 し ま す 。ご 家 庭 で のテ ス ト 勉 強の 様 子 は いか が で し た
でしょ うか 。これ から 考査 の 結果 が出ま す。 ７月１ ２日 （火） ～１ ９日（ 火） は午後 が個 人懇談
会となります。1 学期 の学習について、ま た 2 学期に向けた学 習方法の見直しについ てなど、ご
家庭でも話し合ってい ただければ幸いです。
・ 夏休み中は各教科から 課題が出ます。きちん と取り組むようご指導 ください。
・ １学期の成績が思わし くなかった １・２年生 に対しては、教科特別 指導が行われます。こ れは
原則として、部活動を はじめとする他の諸活 動や行事よりも優先さ れるものです。該当者 には
お知らせをお渡ししま すので、ご家庭でもご 指導よろしくお願いし ます。
・ １・２年生は、６月に 来年度のコース・選択科目の予備登録を行い ました。１ ０月の本登 録に
向けて、ご家庭でも卒 業後の進路を念頭に置 いて、選択コース・科 目について話し合いの 場を
持っていただくよう、 よろしくお願いします 。

≪進路 指導 部よ り≫
7 月１２日（火）～１ ４日（木）に予定して おります [個別大学懇談会 ]の補足資料として「進路
通信 No.02」を 7 月 8 日（金）に発行す る予定でおります。ぜ ひ、お目通しいただき たく思い
ます。
また、年間行事予定 で 9 月 2 日（金）実 施とお伝えしていまし た 「到達 度テ スト （秋 ）」 の実
施を ９ ／７ （水 ） に変 更い た しま す 。午後も 進路行事等 を実施 し ま すので、こ の日 の 通常 授業は
ございません。
現在の 各自 の到 達度を 測る重 要な テス トとな ります ので欠席がない ようにお願いいたしま す。

≪生徒 指導 部 よ り≫
期 末考 査 が 終 わり 、 １ 学 期も 残 す と ころ あ と ３ 週間 ほ ど で す。 夏 休 み を控 え る こ の時 期 は 、 暑
さや気 のゆ るみか ら、 服装や 生活 習慣が 乱れ がちに なり ます。 そう いった 時期 だから こそ 、今一
度自分の生活や進路を 見つめ直し、高校生と して「きちんとした身 なり」
「規則正しい生 活」を心
がけて ほし いと思 いま す。特 に夏 休み中 は、 自由な 時間 が増え るこ とで、 大き く生活 が乱 れる生
徒も少な くあり ませ ん 。一時の 安易な 気持 ち で後悔が 残るよ うな 行 動、特に 飲 酒 、 喫 煙 、 染毛 な
どは絶 対に しない よう 、ご家 庭で もお声 がけ くださ い。 夏休み 中、 部活動 や教 科特別 指導 、夏期
講座、進路相談等で登 校する場合は、必ず制 服を着用させてくださ い。また、夏休み は SNS のト
ラブル が増 える時 期で す。ト ラブ ルに巻 き込 まれな いよ う、お 子様 と携帯 電話 の使い 方に ついて
話し合 う機 会を設 けて いただ きた いと思 いま す。な お、 旅行な どで 遠出す る際 は学割 発行 が可能
な場合 もあ ります 。た だし即 日発 行でき るも のでは ない ので、 必要 であれ ば早 めに生 徒指 導部室
まで書類を取りに来る ようお願いします。

≪生徒 会部 より ≫
5 月末実施予定だった 体育祭が、雨天順延を 経て 6 月３日に実施 されました。久々に３ 学年揃
っての 生徒 会行事 とな り、生 徒た ちの笑 顔が たくさ ん見 られ、 大変 喜ばし く思 いまし た。 部活動
を中心 に、 体育祭 常任 委員や 生徒 会執行 部が 運営を 行い ました 。 生 徒自ら 行事 を運営 する という
ことが実践でき、その 中でも中心として活躍 した 部活動に頼もしさ も感じられました。
多くの 部活 動で代 替わ りが進 み、 ２年生 が中 心とな って 活動を する 部活動 が多 くなっ てき まし
た。 7 月には個人懇 談会 期間や夏休みなど 、部活動に打ち込める 時間が長くなります。 学校とし
て熱中 症対 策、感 染症 対 策に しっ かりと 取り 組んで 参り ます。 ご家 庭でも 食事 や睡眠 など 、規則
正しい 生活 と日々 の体 調管理 にご 協力を よろ しくお 願い いたし ます 。また 、こ れから 高校 最後の
大会や発表会へ臨むに あたり、緊張や不安な 気持ちでいる３年生も 多いと思います。ご家 庭でも、
３年間 の努 力に自 信を もって 最後 の舞台 に挑 めるよ う、 お声か けい ただけ ると 幸いで す。 お子様
がこれまで部活動に打 ち込んできた 成果を、 存分に発揮してくれる ことを願っています。
各クラ スで は文化 祭の 発表内 容が 決まり 、準 備が進 み始 めまし た。 クラス ごと のカラ ーや 工夫
がどのように発表へと 活 かされるか楽しみで す。夏休みの８月 22 日（月）～ 26（金）は文化祭
準備期 間と なりま す。 文化祭 準備 期間で も通 常通り 制服 での登 下校 となり ます 。ご家 庭で もご注
意いただきますよう、 よろしくお願いいたし ます。
今年度の文化祭では親 族、友人招待を実施す る方向で準備を進めて います。12 日から始 まる個
人懇談 会の 際に、 招待 者名簿 に記 載して いた だいた 親族 の方の お名 前と続 柄を 、担任 を通 じて確
認させていただきます ので、ご協力をよろし くお願いいたします。
■『大会結果(全国大会出場分 )』
・ダンス部 全国高等 学校 ダンスドリル選手 権大会 202２ 東海大会
（リリカル部門１位、 HipHop 女子 small 編成部門 1 位）→ 12 年連続 全国大会 出場
・アンサンブル部 全 国高等学校総合文化祭 (全国大会)
→３年連続 全国大会 出場 愛知県合同オーケストラの一員とし て 1 名が出場

