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                                  Ｈ29．8．31 発行 

  

 新学期の挨拶 ― 「台風」 ―            校長  重信 明利 

 9月 1日は「防災の日」です。 

関東大震災が 1923（大正 12）年９月１日に起こったから、この日が防災の日となったのは

皆さんご存知かと思います。ただ、もう一つこの日が防災の日になった理由があります。それ

は、日本ではこの 8月から 9月にかけて最も数多くの台風が到来するからというものです。 

最近の台風には「大型の」とか「強い勢力の」、あるいは「猛烈な勢力の」台風はあっても、

小型や中型とか弱い勢力の台風がないということを知っていますか？ 

実は気象庁が 2000 年より台風の勢力を表現するのに「小型」「中型」「弱い」といった言葉

を使うことを止めたからです。これは 1999 年 8 月に起こった神奈川県での玄倉川水難事故に

起因します。この事故は玄倉川でキャンプをしていた 19 人の男女が、その時来ていた熱帯低

気圧による大雨警報を無視し、結果 13人が濁流に流されて犠牲になったというものです。 

台風という自然の驚異に「小型」や「弱い」という表現はそぐわない。 

人間にとって最も恐ろしいものは地震や台風といった自然現象そのもの 

ではなく、人間の「過信」であるということを気象庁は言いたかったの 

かもしれません。 

 エンパワーメントプログラム実施報告         国際教養 中村隆之 

１年生を対象としたエンパワーメントプログラムが、8 月 21 日から 5 日間にわたり本校で行わ

れました。プログラムの概要につきましては前回述べましたので割愛します。初日は参加したほと

んどの生徒に、外国人大学生の熱のこもった英語の問いかけに圧倒されドギマギしている様子が見

られました。しかし日が経つにつれ、生徒たちの表情から固さが取れ穏やかになり目はキラキラと

輝いていきました。3日目の午後までには臆することなくグループで発表したり、自分たちでスト

ーリーを組み立て英語劇を披露したりするほどプログラムに溶け込んでいました。何かを成し遂げ

るたびに、笑顔で外国人大学生とハイファイブ(日本語ではハイタッチ)をし、自信をつけていきま

した。そして最終日には参加者一人一人が英語でプレゼンテーションを行いました。 

５日間で英語力が劇的に向上することはないでしょう。しかし「ポジティブシンキング」「リー

ダーシップ」「エコフレンドリー」といったテーマに関する深い洞察力や、「コミュニケーションの

ための英語」という認識は劇的に変化したことと思います。 

このプログラムがきっかけとなり、英語や海外の文化に 

興味を持つ生徒が増えてくれればと願っている次第です。 

 

 

        職員紹介 

9月より、新しい ALTの先生が着任しましたので、ご紹介します。 

Simone Rochelle  from The united States （シモーン先生・アメリカ出身） 

１年生のコミュニケーション英語・英語会話、２年松組の英語表現に週一回参加しま

す。また、英語部の指導も担当します。よろしくお願いします。 
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男子サッカー部 第 96回全国高校サッカー選手権大会 静岡県大会 対戦相手決定！！ 

         9月 23日（土）対 沼津工業高校 静岡西高校にて 

部活名 大会結果・活動報告等 

吹奏楽部 
8月 28日（日） 第 72回東海吹奏楽コンクール 3位 

※10月 22日（日） 第 65回全日本吹奏楽コンクール 出場決定 全国進出 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 

8月 16日（水）第 29回静岡県高等学校バドミントン選手権大会 県大会 

［１年女子初心者の部］ 優勝 北川栞那 

［一般女子ダブルス］ ベスト 8鈴木・渡辺  ［一般女子シングルス］ ベスト 8 渡辺茉央 

8月 26日（土） 静岡県私立高等学校体育大会 

［女子団体］ 2位 鈴木日・渡辺・村上・山本・杉浦・北川・鈴木理・山下 

テニス部 

8月 10日（木） 静岡県高等学校新人体育大会 西部地区予選  

［シングルス］ ベスト 64 鈴木唯美  ベスト 64 久米にいな 

8月 15日（火） アズマカップ高校テニス大会  ベスト 32 鈴木・久米 

弓道部 
8月 20日（日）静岡県私学体育大会 ［団体］ 2位 Aチーム（鈴木涼華・原口理菜・遠藤多磨子） 

                        ［個人］ 5位 遠藤多磨子 

陸上競技部 

8月 12日（土） 第 69回浜松市内新人対校選手権大会 

［女子 100m］ 5位 市丸海夢  7位 清水胡桃   ［女子 200m］ 4位 清水胡桃 

［女子 タイムレース］ 400m 4位 平井美羽  8位 市丸海夢  800m 1位 平井美羽 

［女子 4×100mR タイムレース］ 3位 水野、市丸、内山、清水 

［女子 4×400mR］ 3位 平井、市丸、内山、清水 

［女子 走高跳］ 3位 金子麻衣  8位 鈴木実穂  9位 西澤ほのか 

［女子 走幅跳］ 10位 小池詩音、金子麻衣 

8月 26日（土）27日（日） 第 60回東海陸上競技選手権大会 

［女子 4×400mR 予選］ 清水胡桃、平井美羽、市丸海夢、内山真奈  

［800 m］ 7位 平井美羽 

合唱部 8月 26日（土） 第 72回関東合唱コンクール静岡県大会 銅賞 

ダンス部 8月 7～9日（月～水） 第 30回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸 入選 

グローバルイシュー研究部 8月 27日（日） ゆりの木通りまちなかガイドツアー for ALT teachers 参加 

 

 

  の行事予定  

8/31 木 第 2回進路確認テスト １６ 土 授業日 

１ 金 末広会総会  避難訓練（４５分授業）  ２２ 金 体育祭総練習（５・６・７時限授業カット） 

２ 土 授業日 ［ＰＭ］時事能力検定 ２５ 月 体育祭準備（45分授業） 

６ 水 認証式 ≪委員会≫ ２６ 火 体育祭 

８ 金 
センター試験出願説明会（放課後） 

世界遺産検定（放課後） 

２７ 水 ≪全校集会≫ 

２９ 金 体育祭予備日 

９ 土 進研マーク模試（３年生特進コース＋希望者） ３０ 土 授業日 2年新体力テスト（3・4限） 

１５ 金 面談週間（45分授業）～21日まで 

夏期休暇中 各部活動等の報告 
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 各担当者からのメッセージ 

✎進路部より                       進路部長  佐藤大介 

３学年保護者の皆様へ 

いよいよ入学・入社試験に向けて動き出す時期となりました。指定校推薦・国公立大学公募推薦

については、8 月 31 日(木)～9 月 2 日(土)が、校内における「指定校推薦・国公立大学公募推薦希

望票」の提出期間となっています。希望者には 9 月中旬に校長面接を行い、校内選考を経た上で、

下旬に結果を伝えます（第１回選考後、募集人員に空きのある学校・学部については、後日２度目

の選考を行います）。 

上記の希望が通った生徒と、ＡＯ入試・公募推薦受験生徒には、小論文・面接指導を行います。

希望者は「個別指導申し込み書」を担任に提出することになっています。受験校が定まったら、早

目に行動に移すようお口添えください。 

一般受験をする生徒には、9月上旬にセンター試験説明会を行います。センター試験の実施日は、

平成 30年 1月 13日(土)・14日(日)です。出願期間は 9月 26日(火)～10月 6日(金)です。（出願は

学校で一括して行います。）センター試験の受験者は、12月 11日(月)から始まる特別進学コース対

象のセンター特別日課に参加することができます（その時点までに進学先が決定した場合は除きま

す）。志望校の受験制度にセンター試験枠がある場合は、積極的な受験をお薦めします。 

最後に就職試験についてですが、9月 2日(土)から志願する企業に調査書と履歴書を提出します。

9 月 13 日(水)以降に試験が行われ、10 月初旬に結果が出ます。履歴書の書き方の指導や面接の練

習は学校で行いますが、ご家庭でも人生観や職業観について語りあうなど、本人にとって人生の節

目が有意義なものとなるようサポートをお願いいたします。 

１・２年生の保護者の皆様へ 

8月 31日(木)に、実力テストを行います。特進コースは 9月中旬に結果が返却されますので、是

非目を通していただき、お子様の学力を把握なさってください。２学期は１年間を通しても要の学

期となります。行事等で学習生活がおろそかとならないよう、お子様へのお声掛けをよろしくお願

いします。 

２年生の保護者の皆様へ 

11月 4日(土)14：00～本校において「４年制大学進路ガイダンス」を開催いたします。内容は、

現在の４年制大学をとりまく受験状況、保護者としてできること等の予定です。出欠については、

10月に入りましたらご案内いたします。ぜひご参加ください。 

✎ ２学期を迎えるにあたって              生徒部長  鬼石勇樹 

今年の 8月の上旬～中旬は天候不順で雨が多く日照時間も少なめでしたが、下旬になると猛暑日

も続き、2学期は残暑に耐えながらのスタートとなりそうです。 

先日は、徳島県で専門学校のオープンキャンパスに参加した高校生が乗車するマイクロバスにト

ラックが追突する事故があり、一人の高校生が尊い命を落としました。本校では幸いにして、この

夏期休暇中に生徒が関わる大きな事故や事件は現在報告されていません。本校の生徒にとって、健

全な休暇であったことに改めて保護者の皆様のご協力に感謝いたします。 

２学期は、学習・部活・学校行事（体育祭・修学旅行・チャペルアワー・クリスマス行事）と学

校生活は１学期よりも忙しくなります。２学期のスタートにあたり、ご家庭で休暇の反省と 2学期

の目標について、お話し頂ければ幸いです。２学期も生徒自身が自分で考えて行動できる主体性を

身につけることができるように生徒指導を行いますので、ご家庭でもご理解・ご協力をよろしくお

願いいたします。 
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✎ＴＯ１学年                       １学年主任 川口多加 

2学期が始まりました。みなさまはどのような夏を過ごされたでしょうか。私の夏休みは脚本を

書いているうちに終わってしまいました。今年の作品の中に「バベルの塔」の話題が出てきます。

聖書をご存知ない方にもわかるように説明するわけですが、これがなかなか大変です。 

Ａ「人間の傲慢を諫めるために、神は人間から共通の言語を奪った」 

Ｂ「得意になっていた人間に、神様が罰を与えて、互いの言葉が通じなくなるようにした」 

厳格な説教の場面ならＡ、柔らかく言えばＢですが、今回の場合は一般庶民の日常会話です。 

Ｃ「調子にのってたもんだから、神様が意地悪して、お互いの言葉を通じなくしちまった」 

といった口調に落ち着きました。 

この夏休み、1年生には文章を書く宿題がたくさん出ました。正しい文法はもちろんですが、日

常語と論説調、柔らかな表現と固い表現、同義語の置き換えなど、「日本語を日本語に翻訳する力」

が表現の場面では必要だと改めて感じた夏でした。 

✎ＴＯ２学年                        ２学年主任 土井則子 

今年の２年生夏休み課題の一つとして「沖縄戦に関する書籍を読む」というものがありました。

10月の沖縄修学旅行が単なる物見遊山の旅ではなく、平和学習を第一の目的としているからです。

その課題に先駆け期末テスト明け、希望者対象に若かりし日（！？）の沢口靖子主演「ひめゆりの

塔」を校内で上演したところ、大勢の生徒たちが鑑賞に来ました。映画の中で、自分たちと同世代

の中高生が、激しい戦火の中、半死の軍人を看病する傍ら、命からがら壕（ガマ）から壕（ガマ）

への移動を強いられるという沖縄戦の凄まじさを生徒たちは目の当たりにしました。鑑賞中、生徒

の中には負傷兵のグロテスクな映像に耐え切れず目を覆う者もいました。修学旅行では実際にガマ

に入る体験も予定しています。 

 今国家間が緊張にあるこの時代、戦争というものが決して他人ごとではないということ、真の平

和とはどのようなものかを今後将来を担う生徒たちに真剣に考えてもらいたいと切に願います。新

学期初めに、修学旅行案内と最終行程表をお渡しします。また、9月中旬には持ち物・諸注意等が

書かれた学年共通しおりが出来上がりますのでご確認ください。 

✎ＴＯ３学年                       ３学年主任 鈴木富美子 

赤ちゃんが最初はタテの線しか書けないのは、サルだったころに枝にぶら下がりながら木から木

へと 2本の腕を使って移動する動きが記憶として残っているためで、お母さんや保育園の先生から

親指の使い方を教わって初めてヨコの線を引けるようになるそうです。つまり私たちはヒトとして

生まれ、人間文化の中で後天的に多くのことを学ぶ種なのです。 

進学希望者はすでに AO入試のエントリーのすませた人があり、9月に入るとすぐに就職試験も

始まります。夏休みに会社を訪問して社会の厳しさを実感したり、外部で模擬試験を受けて力の無

さを実感したりしたことでしょう。気を引き締めてかからなくてはなりませんね。面接、小論文、

学科試験など進路に向けて準備すべきことはひとりひとり異なります。時間もかかり、時には投げ

出したいくらいしんどいと感じることもあるかもしれませんが自分の将来です。目標を見失うこと

なく安易に妥協しないで最後まで頑張ってください。哺乳類の中で二足歩行をするのはヒトだけで

す。成長に時間がかかるこの種に生まれてきた意味を考え、誠実に自分と向き合い学びながら成長

する 2学期にしてほしいと願っています。 

 

TEL：（053）454-5376  FAX：（053）453-4719 

学校ホームページ「http://www.uminohoshi-h.ed.jp/」 
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