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名古屋市立山田高等学校

日増し に秋 の終わ りを 感じる 頃と なりま した 。日没 も日 に日に 早く なり、 少し ずつ寒 さを 感じ
ること も多 くなり まし た。衣 替え をして 、心 も温か くな るよう 気持 ちを切 り替 えて学 校生 活を過
ごしてほしいと思いま す。
１・２ 年生 のみな さん は、来 年度 に向け てコ ース科 目登 録が締 め切 られま した 。自分 の進 路や
その方 向性 につい て、 研究・ 相談 ・よく 話し 合い、 最終 的に「 自分 で決め る」 という こと はとて
も重要 です 。知識 を増 やすた めに は学習 が必 要です 。自 分自身 で「 腹をく くる 」覚悟 があ るかど
うかで 多少 の困難 にも 立ち向 かう モチベ ーシ ョンや 行動 がとれ るよ うにな って くれる こと を期待
します。大事なのは「 自分で決める力」を養 い、前に進むことだと 感じています。12 月には期末
考査も予定されていま す。力いっぱい取り組 めるように心の準備と 学習をお願いします。
2 年生は、修学旅行 が予定されています。 持ち物・制服（カッタ ーシャツなど）の準備 、行程
等の確 認も あわせ てお 願いい たし ます（ １０ 月３１ 日（ 月）～ １１ 月 ２日 （水 ） 広 島・ 神戸方
面）。
3 年生は総合型選抜入 試（AＯ入試）、学校 推薦型選抜入試（指定校制・公募制推薦）が本格化
します 。今 後、書 類提 出・支 払い の締切 日が 様々あ りま すので 、も う一度 、お 子様と 一緒 に確認
をお願いいたします。

≪総務 部よ り≫
年間行事予定通りの１ ０ 月３１日（月）～１ １月 2 日（水）の日 程で 2 年生の修学旅 行 が実施
されま す 。 修学旅 行は 高校生 活の 中でも 、一 大イベ ント です。 生徒 たちが 楽し い思い 出を たくさ
ん作ってきてくれるこ とを願っております。
ま た、 学 校 に おい て は 引 き続 き 、 お 子様 の 安 心 と安 全 を 考 えて 感 染 予 防対 策 の 徹 底を 継 続 し て
まいり ます 。行事 ごと にその 内容 と目的 に合 わせた 感染 予防対 策を 計画し 、実 施して おり ます。
行事に よっ ては、 これ までと は大 きく違 った 形での 活動 になっ てい るもの もあ ります 。保 護者の
皆様にはご理解いただ き、今後も学校行事へ のご協力をよろしくお 願いいたします。

≪教務 部よ り≫
１０ 月に 行われ た中 間考査 まで の成績 を鑑 みて、 成績 不振者 を対 象とし た校 長・教 頭指 導が始
まりま す。 この指 導は 現在の 成績 では進 級が 危ぶま れる 生徒を 対象 に行わ れま す。保 護者 の方も
同席 で 、学 校長ま たは 教頭よ り話 をさせ てい ただく 予定 です。 今後 の定期 考査 に向け て努 力でき
るよう に学 校とご 家庭 との連 携を 取って 指導 してい きた いと考 えて おりま す。 ご多忙 とは 存じま
すが、学校より連絡の あった折にはご来校い ただくようお願いいた します。
２学期 期末 考査を １２ 月 １日 （木 ）～ １ ２月 ７日（ 水） の期間 で実 施しま す。 考査時 間割 の発
表は 1８日（金）で す。定期考査は１・２ 年生が残り２回、３年 生は最後の考査です。 納得のい
く結果を出すために早 めに準備に取り掛かる よう、ご家庭でもお声 がけをお願いいたしま す。

≪生徒 指導 部 よ り≫
朝晩の気温が低くなっ てきました。学校指定 のセーター、カーディ ガン、ベストを活用し て、体
調管理 に努 めてく ださ い。登 下校 の際で も、 必ず指 定の ものを 正し く着る よう 、ご家 庭で もご指
導いた だけ ると幸 いで す。な お、 防寒具 を使 用する 際は ブレザ ーを 着用し た上 で、華 美で ないも
のを着るようお願いい たします。詳細は「生 徒手帳」p.15 をご参照ください。また、乾 燥対策で
リップ クリ ームを 使用 する生 徒が 増えて くる 時期に なり ました 。学 校では 色の ついた もの を禁止
し、透 明な ものの み使 用を認 めて います 。引 き続き ルー ルを守 って 学校生 活を 送って ほし いと思

います。
３ 年生 は い よ いよ 総 合 型 選抜 入 試 、 学校 推 薦 型 選抜 入 試 が 本格 的 に 始 まり ま す 。 入試 等 の 面 接
に際し、最も重要なこ とは第一印象の身だし なみです。次いで、立 ち居振る舞いと言葉遣 いです。
面接な ど緊 張する 場面 では、 気を つけて いて も普段 の自 分がど うし ても出 てし まうも ので す。日
頃から 、身 だしな みも 含めて 緊張 感を持 った 学校生 活を 送るよ う、 ご家庭 でも ご指導 くだ さい。
なお、 寒く なって きた せいか 遅刻 する生 徒が 増 えて きて います 。今 一度気 を引 き締め て生 活習慣
を見直 し、 普段か ら時 間を守 る意 識を高 めて ほしい と思 います 。ご 家庭で もご 指導、 ご協 力をお
願いしたいと思います 。

≪生徒 会部 より ≫
１０ 月 ４日 （火 ）に後 期生徒 会執 行部 の役員 選挙が 行わ れ、 後期生 徒会執 行部 が立 ち上が りま
した。今期の選挙には定員 7 名のところ、9 名の立候補を受け付 けました。同じ市立高校の中で
も定員 割れ をす る学校 がある 中、 継続 して定 員数を 上回 る立 候補が あるこ とは 、山 田高校 の先頭
に立ち 、学 校を より良 くした いと いう 前向き な山高 生が 多い という ことの 表れ だと 思い 、 大変嬉
しく思います。後期の 生徒会執行部では、な ごや ING キャンペー ン、生徒会誌「や まだ 」の発行、
卒業式の特別イベント 、来年３月に行われ る Y-sports の準備 ・運営に携わります。 前期のよう
に学校 行事 が目 白押し ではあ りま せん が、生 徒会誌 の編 集、 次年度 の体育 祭や 文化 祭の原 案作成
など、 大切 な仕 事がた くさん あり ます 。生徒 自らの 手で 生徒 会活動 を進め ると いう 生徒会 本来の
姿を目 標に 、一 つひと つ着実 に活 動を しても らいた いと 思い ます。 部活動 を含 む生 徒会活 動が活
発にな れば 、学 校は活 性化し てい きま す。山 高生の 皆さ んも 各生徒 会の 活 動に 前向 きに関 わり、
学校を元気にしていっ てくれることを期待し ています。

