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我が子連の力を信じて

2↑A会長　田中　毅

三月十一日に起きました､東日本
大震災で被災された方には慎んで御見舞いと､亡-なられた方には御悔みを申し上げます｡その折には校長先生を始め､諸先生方とPTA会員の皆さまの迅速な対応及び義援金に多-の方々の御協力をいただいたことに深-感謝致します｡また新一年生の保護者の皆様に於かれましては､この場をお借-して､本校のpTA活動に､御協力をお願いする次第です｡

さて､四月二十八日のpTA総会

に於いて､会長の承認をいただき'改めて責任の重さを痛感しています｡伝統あるこの学校のますますの発展のため尽力する決意でございます｡

本校の教育には二つの特徴があ
ります｡一つ目は部活動で､新一年生を迎え活気のある活動を日々行っているところです｡二つ目は今年で二十九回を迎える｢市岐南デパート｣　です｡既にいろいろな部署で始動しています｡この特徴ある教育が､今迄多-の社会に役立つ人材を本

校から輩出している所以となっています｡先生方並びに保護者の皆様の日々の努力と愛情の賜物と確信しております｡　　一

今､日本には震災復興と言う重

大な使命があ-ますが､今後十年以上が費やされる復興には､現在高校生である我が子達の世代の活躍無くしては成し得ない事だと思います｡私達保護者の役割は'先生方との協力の中で､これからの社会を担っていく人材の育成が課せられているのではないでしょうか｡これから幾度か壁にぶち当たるかもしれませんが､逆境を跳ね返す力が身に付-事を切に願い我が子達の力を信じて行きたいと思います｡その為に私達pTAは協力を惜しまずに活動して行きますので､宜しくお願い申し上げます｡

さて､入学式では｢何事にも積極
的にチャレンジし､何度失敗しても決してくじけず､努力を重ねて-ださい｡｣　という趣旨の話をしました｡本校の生徒はそれぞれに素晴らしい磨けば光るものを持っています｡しかし､それは､何もしないでいたのでは､輝きを発しません｡不断の努力を続けることによ-､少しつつ光を増してい-のです｡この三年間互いに切瑳琢磨する中で､生徒の内に潜んでいる才能が掘-起こされ開花して-れることを切に願っています｡
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潜んでいる才能を

掘り起こそう-･
校長　杉原　茂男

本年度も百六十名の新入生を迎
えた入学式から瞬く間に三ケ月が経ちました｡

pTA会員の皆様方には､本校教
育にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます｡
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-の感動的な体験をすそしとが今後の人格形成に大きな影響を与えることは間違いありません｡現に人間関係を構築してい-コミュニケーション能力､また思いや-の心やリーダーシップなど､社会人として欠-ことのできない能力は着実に成長しています｡私自身もそうした生徒たちの姿に感動することが多々あります｡
今後､今以上に生徒の光るものを

大きく育て開花させるために､授業の中で､生徒自身が考えー課題を解決する喜びを知るとともに学習している内容がどのように役立つかを実感し､勉強のおもしろさがわかるよう授業改善を進め'｢もっと頑張ろう｡｣　という学習意欲の高い生徒の育成を図-ます｡私たち教職員も自らの資質向上に努めてまいりますので'どうか応援をよろし-お願いいたします｡
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(後列)庶務　長野みゆき会計　青木　範子監査　井尾　美樹監査　高橋寿美子監査　奥山　京子(円わ-)庶務　八十田和美庶務　暗原　弘美

(前列)

副会長　田中　知恵会　長　田中　　毅副会長　矢野　貴義副会長　長島久美子

/

県高p連　定期総会

会計　青木　範子

四月二十八日(木)午後1時五十分より'
本校体育館においてpTA総会が開催されました｡総会の前には生徒の授業の様子を参観することができる公開授業やプチスバンド部による演奏がありましたo

総会では､近藤会長･杉原校長の挨拶

に続き'平成二十二年度の事業報告･会計報告･会計監査報告が行われ'いずれも承認されました｡.また､平成二十三年度の新役員案･事業計画案･予算案が提案され､全て原案通り承認されました｡引き続き部活動振興会総会が行わ

れ､平成二十二年度会計報告･会計監査報告といずれも承認されました｡また平成二十三年度の新役員案･予算案が提案され､全て原案通り承認されました｡
加えて'全国高p連の｢賠償責任補償

制度｣への継続加入の趣旨説明が行われました｡

総会終了後には'学年ごとの保護者懇
談会が行われ､一､二年生には今後の学習の取り組み方やコース選択の説明､三年生には進路説明会がありました｡学校や家庭でどのように生活を送らせたらいいのかを考えさせられる貴重な内容でした｡

最後にクラス懇談会があり'クラスの

様子について話を聞-ことができました｡

｢出逢いが人をかえる時｣
六月一日(水)羽島市文化センターにて岐

阜県高等学校pTA連合会定期総会が開催されました｡

平成二十三年度新役員と事業計画案･
予算案が承認され'その後感謝状贈呈があ-ました｡続いて有限会社クロフネカンパニー代表取締役社長中村文昭氏による講演会が実施されました｡

講演では､やんちゃな高校時代を過ごし

た中村氏が'生きる目的がわからないまま家出同然に上京し､そこで偶然に後の恩師となる人に出会います｡恩師から｢人生で大切なものはお金ではな-人の喜びの為に生きること｣｢縁を大切にすること｣などを学びました｡

また'中村氏のパワーと自信の源は子ど

もの頃の母の子育てにあったと感じました｡彼はいつも母に笑顔で出迎えられ｢お前は天才だ｣と言われ続け'必要とされ自分の存在が喜ばれているという実感を味わっていたことです｡｢人の為に生きる｣やる気スイッチが入ったのは､それまでに母の愛の充電がたっぷりされていたのだと思いました｡中村氏の母に見習いたいものです｡

最後に中村氏が実践している恩師勅伝の

｢4つの鉄板ルール｣を紹介して終わります｡
三㌧返事はo･2秒｡

一つ'頼まれ事は試され事｡一つ､できない理由は言わない｡一つ､そのうちと言わず今できることをやる｡

東海高p連総会

副会長　長島　久美子

六月十六日(木)長良川国際会議場メイ

ンホールにて､東海地区高等学校pTA連合会､岐阜大会が開催されました｡
オープニングは'戦場カメラマンの渡辺陽一

氏の講演でした｡ステージの端から端へ'前から後ろへと歩き廻られながら､誰もが物真似した-なる独特のスローテンポのお話しとぴったりの動きもあり二時間聞き入りました｡百万人の方が命を落とされたルワンダの内戦は知っていましたが'子どもたちが兵隊に仕立てられていることにはショックでした｡本来なら通学して教育を受けなければいけないのに､国が違うと悲しい現実があることに心が痛みました｡そして､国同士の戦争はなかなか止めることはできませんが､相手のことを知る大切さを強調され'日々の生活の人間関係にも当てはまる事を思い知りました｡

そして次は'研究協議会に移-ました｡

静岡県立科学技術高校の｢学校と地域社

2

会をつなぐ育友会活動｣　や岐阜県立加茂農林高校の｢pTA活動に学ぶ親子関係｣　の発表を聞き､役員の一人としてたくさんの学びの場を頂きましたことを感謝したひとときでした｡
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生徒指導部

-自他の生命を大切に①特に自転車に乗る時は､
･2人乗-をしない｡･音楽をイヤホンやヘッドホンで聴きなが

ら運転しない｡

･無灯火運転はしない｡･止まれの表示では必ず止まる

を守ること｡事故が起こって取-かえしのつかないことにならないように!

②車を運転しない･買わない･免許を取ら
ない･責任のもてる保護者･家族以外の車に､乗せてもらわないを徹底すること｡

③水泳'海水浴等での事故防止に万全を
期すこと｡水をあなどるな｡

2基本的生活習慣を

乱さないこと

①生活のリズムを乱さないこと｡
お昼まで寝ていることがないように｡深夜の外出はしないこと｡外泊は禁止です｡

②髪の毛を染めた-しないこと｡

開放的な服装になる夏は､いつもより心のゆるみが出てきますので､危険な場所には近づかない!危険な誘いにはのらないこと!
③もし'不審者に遭遇したら､大声をあげ

て逃げ'すぐ110番すること｡
3自覚を持つこと①長期の休みであるからこそできること

を'家の手伝いなど思い切ってやってみよう｡
②インターネットや携帯電話による悪意あ

る書き込み等は､相手の気持ちを考えればやってはいけないこと｡友好なコミュニケーション能力をつけて欲しい｡
4悩んだら'すぐ相談を一年生にとっては'高校での初めての夏休

みです｡二年生にとっては部活動などで中心になる夏休み､三年生にとっては'高校最後の夏休みです｡毎日顔を合わせていたクラスや部活動の仲間ともしばら-会えず'毎日登校していた生活のリズムも少しペースが変わり､心配事や体調の乱れも出てくるかもしれません｡また､学校のあるときはとても忙しい毎日を過ごしていたのに'急に時間に余裕ができ､心にぽっかり穴が空いたような寂しい気持ちになるかもしれません｡そんなときはすぐに頼れる人に相談しましょう｡外部の相談機関もあります｡

に向けて
進路指導部

本校進路指導部は､｢生徒一人ひとり自

己を正しく理解し､それぞれの目標を兄いだした上で具体的に分析･研究･体験をし､進路実現ができるようにする｡｣を重点目標とし､さらに学年別としては､一年は｢自律｣-自己理解を深めるとともに､将来の夢を描かせ､その実現には何をすべきかを考えさせる｡二年は｢前進｣-勤労観･職業観の育成や上級学校について幅広い理解を深め､自己の適性･興味･能力などを考慮し'進路設計を確認させる｡三年は｢実現｣-自己の総合理解を深め､様々な体験を通して適切な進路を決定させる｡また'社会生活に適応できる能力･態度を身につけさせる｡という目標で今年度取り組んでいます｡

岐阜県における高校新卒者の求人数は'
前年同期に比べ4･5%減少しているという報告がありました｡本校では､下記の表のとおり平成20年度から求人数は減少しており買い手市場になりつつあります｡昨年度は予想以上の就職難で売-手の高校生にとっては厳しい状況でした｡本校の昨年度の就職希望者は､7月当初は57人で全体の約35%でした｡1次募集で受験したのが55人(2人は進学へ変更)､うち内定したのは46人で約84%で､昨年の64%と比べ'求人数が少ないわりには良く健闘して-れました｡

本校に送られてきた求人票の件数は約

220件で､昨年よ-約165件以上少な-なっています｡求人倍率は約4倍でしたが'事務職及び販売職の求人が少な-生徒の希望と異なるので苦労しました｡今年度は'東日本大震災の影響もあ-'昨年度よりもさらに求人数が減ると予想され対策に苦慮しています｡

進学においては､昨年度同様､地元の私

立大学においては受験生有利でした｡特徴として'経済状況の影響から､自宅から通学でき､しかも奨学金制度の充実している大学に人気がありました｡成績の良い者がより高いレベルの大学に進学するのではなく'より多額の授業料免除をして-れる大学に流れる傾向にあ-ました｡

今回は就職状況の推移から現状を知っ

ていただこうと資料を掲載しました｡大学等の進学につきましては'昨年度3月のpTAだよりや高校生活のしお-､またはホームページをご覧ください｡

3

■進路状況の推移
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｢人跡尭重昂堪る仁叫

魅力ある人陽性

良重き創遷

お子さまが本校に入学されて早三ケ月が経ちまし
た｡ご家庭での様子はいかがでしょうか｡高校生活の基礎基本は一年生の生活態度が基盤になります｡本年度の一年生の学年目標は｢文武両道｣としました｡勉強と部活動を同じ目線で頑張り'どちらかだけに偏った学校生活にならないようにしてもらいたいと思います｡一年学年会では'本校での高校生活を通じて自分を磨き､鍛え一人前の人間として社会に通用するために'次のことが確実にできる生徒になってもらいたいと考えています｡素直な心と思いや-の心を身につけ'授業を真剣に受ける｡ビジネスマナーとしての挨拶や身だしなみに気を配り､部活動や学校行事に積極的に参加する｡安易な欠席'遅刻､早退をなくし基本的生活習慣を確立する｡これらを重点的に呼び掛け､有意義で充実した高校生活が送ることができるよう､お子さまとともに過ごしていきます｡

さて､本校の経営管理科では､未来のビジネスリー

ダーを育成するために二年生からコース別にクラス分けが実施されます｡今後'お子さまを通じてコース選択の予備調査や保護者の皆様を対象としたコース説明会を実施する予定でおります｡ご家庭において'お子さまの将来の進路選択も含めてコースについて話し合いの場をお持ち-ださい｡

新学年として三カ月が経ちました｡生活･勉強･部

活動をもう一度見直し'高校生活の｢中堅｣という集団生活の中核となって活躍して欲しいと思います｡

現在の社会は経済状況も厳しく普通の生活を送る

のも大変難しい情勢です｡この社会のなかでも必要とされ､活躍できる社会人になるために'自分の将来を見据え､進路意識を持ち､魅力ある人間性を身につけてください｡悪い部分への対応だけに追われず､自分の良さをより高いレベルに伸ばす心意気をもって取り組んでいきましょう｡

二年学年会では'人間力を高め､魅力ある人間性が
身につ-よう､また魅力ある人問になれるよう'具体的な指導方針として以下の点を考えています｡①進路意識を持たせる｡社会に対応し活躍できる生徒に育てる｡②素直､思いやりの心を身につけさせる｡③授業規律の徹底④資格の取得｡部活動での結果を求める｡⑤いじめを許さず'公共物を大切にさせる｡⑥生活習慣･勉強･部活動の3本柱確立｡⑦問題の早期発見･早期解決に努め､家庭との連絡を密にする｡ご家庭におかれましても､お子様への励ましなどご協力をお願いします｡

自立と創造とは'最上級生としての自覚を持ち､ふ

さわしい生活態度･学習習慣を自らが確立してい-こと､幅広い知識や教養を身につけ､新しい価値を生み出せる人になろうという趣旨です｡本年度もすでに四カ月が過ぎようとしていますが'進路実現のため､しっかり考え行動している生徒が多-見受けられ好感が持てます｡しかし'身だしなみが未だに不十分な生徒もお-残念に思っています｡

さて､進路実現を図るために校内では､進路ガイダン

ス･補習･面接指導･実力判定テスト･小論文テスト･就職者ガイダンスなどを実施し､進路意識を高め自分の希望する進路に進めるよう取り組んでいます｡しかし､デフレ経済や東日本大震災の影響等で就職が非常に厳しいのが現状です｡学校では企業訪問や､大学入試説明会に積極的に参加をしています｡七月の三者懇談を通して'保護者の方と連携を図りながら全力で支援をしていこうと考えています｡ご家庭におかれましてもお子様の進路等に関して'十分に話し合っていただければと思います｡

今後とも保護者の皆様のご理解とご協力をお願いい

たします｡
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市岐南デパート取締役紹介

遠　足

第五十七回株主総会開催

第二十九回市岐南デパート成功に向
けて取り組んでいきます｡

ご協力よろし-お願いします｡

取締役社長
山口　真由子

取締役副社長
小島　潤也白井　祐佳

常務取締役
高久　智穂

取締役
杉山　舞子安井　香瑠

監査役
安福　優介服部　裕美

五月六日'さわやかな天候に恵まれ'
遠足が行われました｡一年生は高山市内､二年生は京都'三年生は長島スパーランドへ行きました｡一年生は古い街並みの散策を楽しみ､二年生は清水寺からの眺めに感動Lt三年生は絶叫マシーンを堪能Ltクラスや学年の親睦を深めることができました｡

前期生徒会役員紹介

市岐商の生徒一人ひとりの考えや､工

夫が生かされた活気あふれる活動の推進を目標に取り組んでいます｡
｢球技大会｣｢各種表彰式･壮行会｣

等の学校行事はもちろん'｢道三まつり｣
｢論田川の清掃｣等の周辺地域の行事に

も積極的に参加していきます｡

iデ:二普盗
rT■与.~･二･･:

五月二十七日(金)『第57回市岐南デ

パート株主総会』を本校体育館で開催しました｡

474名が参加し取締役社長の挨拶
から始まり'各課長･売場主任の選出､デパートの定款と組織について'営業方針､本年度業務予定について話し合いがされました｡

｢今年度の市岐南デパートのスローガン
は'〝まごころで明日を拓-″サブスローガンは､ク礼儀･歓待･感動″ですo商業高校で学習する私たちにとって､一番の基本である『礼儀』や『身だしなみ』を意識し､今年もお客様に最高のおもてなしができるよう'一人一人心がけましょう｡

また'東日本大震災への支援を市岐南

デパートの中で行う計画しており､皆さんの協力をお願いしたい｣と取締役社長が挨拶をしました｡

球技大会

会　長　藤吉美由紀(3D)副会長　林　　知美(3D)副会長　杉原　南海(2D)書　記　常冨　佳美(2B)書　記　長谷川知美(2B)会　計　白石　久乃(2B)会　計　瀬戸口亜美(2D)

本校の球技大会(六月八日)はソフト

ボール･バレーボール･バドミントン･卓球の4種目をクラス対抗で行います｡

大会当日は晴天に恵まれ'暑い日射し

が降り注ぐ中'それに負けない熱戦が各競技で繰り広げられました｡

各会場でチーム一丸となり必死にボー

ルを追いかける姿やクラスメイトを応援する姿が見られ､クラスの和を深めるとても良い機会になりました｡

図書妻鼻会より

昨年に引き続き'本年も地域の子ど

もを対象に本校生徒が｢読み聞かせ隊｣を実施します｡本年度は､異文化交流部とコラボレーション(協働)して英語での読み聞かせも行います｡｢市岐商読み聞かせ隊｣7月26日(火)10時より　本校にて7月27日(水)10時より　西児童センターにて

【球技大会成績】

男子優勝クラス

ソフトボール　2C

バレーボール　3B

バドミントン　　2A

卓球　　　　3A

女子優勝クラス

ソフトボール　1C

バレーボール　3B

バドミントン　3D①

卓球　　　1C

また､図書館では､保護者の方にも本

の貸し出しもしております｡

お気軽にお立ち寄り-ださい｡
■開館日/月曜日～金曜日

(ただし8/15-18を除く)

■開館時間/13時～1 7時



中藤　友裕(3A :3000mS(､1500m)　渡造　知将(3A :砲丸投､円盤投)
く8.3-7 :岩手県北上市)

○優勝
(6.18-1 9 :静岡県袋井市/エコパアリーナ)

■雷雲葺講甜膚○男子3 0 0 0m

第2位　中藤

○男子1500m

第5位　小藤

○男子砲丸投

第6位　渡逼
○男子円盤投

第6位　渡連

松野　瑞輝(3⊂

吉田　健吾(3D

大森　弘幸(2A

飯田　優輝(2⊂

日比野　亘(2D

SC

友裕(3A)

友裕(3A)

知将(3A)

知将(3A)

:ハンマー投)

:800m)

:ハンマー投､砲丸投)

:棒高跳)

:ハンマー投)

水野　佳輝(1 B:走高跳)

伊藤　　舞(3D:100mH)

宇野真里奈(3⊂:800m)

高山　愛華(3⊂:走幅跳､400mR)

坪井すみか(3⊂ :400mR)

早瀬　恵美(3⊂:400mR)

立田　　愛(3D:400mR)

嘉陽　里沙(3D:400mR)

安田　琴音(2B:400mR)

(6.1 7-1 9 :静岡県袋井市/エコパスタジアム)

(臣-』【洞■団体　　ベスト8

軽量級優秀選手賞

細井　一平(3A:

香山　和毅(3⊂:

高田　智哉(3A:

服部　知倫(2A:

小林　秀平(2⊂:

木俣　誉貴(1B:

平尾　拓摩(2B)

団体)

団体)

団体､個人)

団体､個人)

団体､個人)

団体)

(6.19 :静岡県富士宮/富士宮北高校)

(-EBm宮永　結以(1 B :個人戦)
(7.1 8-1 9 :新潟県長岡市/長岡市市民体育館)

■昏璽葺講甜可■ ○男子総合　第2位

○男子フィールドの部　第1位

第1位

○円盤投　　　法遥　知将(3A)

○ハンマー投　大森　弘幸(2A)

第2位

砲丸投　　　　渡蓮　知将(3A)

3000mSC　　小藤　友裕(3A)

棒高跳　　　　飯田　優輝(2⊂)

ハンマー投　　松野　瑞樹(3⊂)

女子4×100mリレー

(高山3⊂　伊藤3D　立田3D　安田28)

第3位

1500m　　　中藤　友裕(3A)

走高跳　　　　水野　佳輝(1 B)

走幅跳　　　　高山　愛華(3⊂)

tF喜t臼… O団体　　第3位

-6-


