
生徒の自主性を育てる

2↑A会長田中　毅

昨年は'日本にとって大変な1年

で有りましたが､我が校生徒の復興支援の意識は高-'我々PTAも学校との協力の中で活動をした年でした｡本年度も新入生が加わりこの伝統は引き継がれて行きます｡

さて､四月二十七日のpTA総会

に於いて､会長の任を仰せつかりました事は､身が引き締まる思いでございます｡本校も四月に新入生を迎え入れて､既に三ケ月が過ぎましたが､市岐南の特徴で有ります､商業教育と部活動も日々活気のある活動をしています｡

本年度の大きな行事としては'ぎ

ふ清流国体が開催されますが'本校生徒の活躍が期待されますし'競技だけではなく多くの生徒は裏方としても協力致しますので､そこでも市岐商生の人間力が発揮されます｡
そして'我が校の最大の特徴であ

-'商業教育の集大成とも言えます'｢市岐商デパー-｣も今回三十回

目の節目の年です｡昨年は､震災復興支援の一貫として､東北物産展を行い大成功を収め'今年も引き続き行われます｡市岐南デパートは､生徒一人一人を商業人として育む実践の場で有り､ここでの経験が必ずや社会に出てからの糧と成っていると信じています｡これも単に'日々の諸先生方の教育の賜物で､何より生徒の自主性が遺憾無-発揮出来るからこその結果です｡
この"自主性"こそが市岐南生の特

徴でも有りますLt厳しい社会情勢を乗り越えて行-為に必要な事だと確信しています｡
人は経験によって成長する

校長　砂原　茂男

例年より春の訪れが遅いなか'平

成二十四年度も百六十一名の新入生を迎えてスタートして三ケ月余り､早朝より'グランドや体育館､誠心館からは､はつらつとした声が聞こえ､学校全体が生き生きとし活気に溢れています｡

今年も入学式では｢何事にも積極

的に挑戦して-ださい｣という趣旨の話をしました｡生徒諸君は'高校三年間という時の流れの中で､学校行事や部活動を通して様々な経験をし､多-の感動を味わいます｡一方で､自分の思い通-にならないこともた-さんあると知る筈です｡これも貴重な財産です｡｢人は経験によって成長する｣と言う言葉の通りです｡

学校としては'軸足を｢市立｣であ

るところに置き'市立高校としてのアイデンティティを強-打ち出し'地域に密着した学校運営をすることが､本校校長の責務と考えています｡現在本校では､地域の清掃活動や伝統行事に積極的に参加しています｡これらの活動に加えて'地域の人々の生涯学習に役立てる｢市民講座｣や近くの児童館に絵本の読み聞かせに行ったりして'地域の人との交流を図っています｡このような取り組みは､地域の人々に学校への理解を深めてもらうよい機会となるとともに､生徒にも大きな自信となり､学校の活性化にもつながっていると思います｡

生徒諸君が'多-の経験を通し

て､自らが持つ素晴らしい磨けば光るものを大きく育て開花させるために､家庭･学校双方がそれぞれの役割を果たしつつ連携していくことが大切かと思います｡私たち教職員も精一杯努力しますのでよろし-お願いいたします｡
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平成二十四年度PTA本部役員紹介
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平成二十四年度

行われ'平成二十三年度会計報告･会

pTA･部活振興会総会........:. ･.四月二十七日(金)午後一時五十分

よ-'本校体育館においてpTA総会が開催されました｡総会の前には恒例のブラスバンド部による演奏がありました｡

総会では､田中会長･杉原校長の挨

拶に続き'平成二十三年度の事業報告･会計監査報告が行われ'いずれも承認されました｡また､平成二十四年度の新役員案･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

案･予算案が提案され､全て原案通り永認されました｡

加えて'全国高p連の｢賠償責任補

償制度｣への継続加入説明やデパート取締役による東日本大震災義援金報告などを受けました｡

総会終了後'三年生は学年懇談会

が行われ､そこで昨年度の進路状況や決定までの流れなどの説明会がありました｡

最後には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｡

県高p連　定期総会

副会長青木　範子

六月1日(金)羽島文化センターに

て'岐阜県高等学校pTA連合会定期総会が開催されました｡平成二十四年度新役員と事業計画案･予算案が承認され､感謝状贈呈後'｢子どもたちの人間力を向上させるためにー家族･大人ができることI｣と題して'原宿カウンセリングセンター所長の信田さよ子氏
(岐阜県出身)による講演会が行われま

した｡

受診者の傾向は'引きこもる若者た

ちとDV連鎖の二つであると実例を挙げて話されました｡これらの背景にあるのが経済的理由から来る父親の家庭不在と､役割を果たさない父親から起きる夫婦仲の悪さ｡そんな両親不和の家庭で育った子どもたちの'生きづらい親子関係が指摘されました｡恐怖の中の家庭が一番悪い｡夫婦が仲良く平和な家庭が一番いい｡その通りだと恩

兼海高p連総会

庶務　八十田　和美

六月十五日(金)三重県捻合文化セン

ター大ホールにて'東海地区高等学校pTA連合会'三重大会が開催されましたo

研究協議会では､t二重県立水産高等

学校の｢生徒とのふれあい｣､愛知県立
1宮南高等学校の｢家庭との鮮づくりを目指して｣の発表があ-ました｡

講演は'ドラマ｢高校生レストラン｣

のモデルとなった三重県立相可高等学校の村林新吾先生によるお話しでした｡クラブ活動で料理を教えるなかで､生徒1人一人に合わせた指導をすることで'始めはできなかった生徒が'自分から責任ある行動をするように変化していったというお話でした｡｢まごの店｣という生徒たちが運営するレストランは評判が良-'真剣に料理に取り組む姿はプロのようでした｡正しい日本料理を海外に伝えるなど毎日忙し-

いますo家族が何を思い何を考えているのか振-近り'互いにいたわりと労いと感謝の思いを言葉と行動で伝え合う｡それが平穏な家庭を築くもとであると思いました｡

されてみえる先生ですが'｢是非､生徒達が作った料理を食べに来て下さい｣と親の顔で話されたのがとても印象的でした｡
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市岐商生としての自覚を持ち辛抱強く自己目標の達成に向けて取り組もう-

生徒指導部

1規律ある生活しよう｡
【一日一日を大切に】休み中はややもすると､不規則な生活

におちいりがちなものです｡毎Hの生活についてしっかりした計画を立て､学習･運動･休養など調和のとれた規律ある生活をしましょう｡①学力の向上に努めよう｡･夏季休業中の課題を必ずや-きるこ

と｡苦手な教科の復習に時間をかけ､その克服に努めることO

②部活動に積極的に参加しょう｡･暑さに耐え'汗を流し､各自自己の立

場を認識し'練習に一層の努力をしよ
､つ｡

⑨家事の手伝いをしよう｡･家族の一員としての自覚を持ち'自分

の役割を積極的に果たす｡また'親と話しあう機会を持ち､進路などについて話そう｡

2生命の安全(交通安全)に心

掛けよう｡
【いのちは地球より重い】

①交通ルールを守り'被害者にも加害者
にもならないようにするD

･｢四ない連動｣の趣旨をよ-理解する｡･自転車に乗ると時は､2人乗りをしな

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こと｡無灯火運転をしないこと0並進運転をしないことo

･交差点では必ず一旦停止して-ださ
ー∨

･万が1事故なあったら'配付しました､
｢B･A･C｣を利用して-ださい｡

･水難事故が多発する季節であります｡

事故防止に万全を期すことO

3市岐南生としての自覚を拝

とゝつ｡

①基本的生活習慣を乱さないこと｡･外出時は必ず行き先･帰宅時間を家族
に知らせておくO深夜の外出'外泊は禁止です｡

･無断アルバイトを絶対にしないこと0
(必要がある時は必ず届けること)

･髪の毛を染めたり､ピアスの穴をあけ

たりしないことO

･インターネットや携帯電話によるネッ

トいじめや学校裏サイト･プログやプロフでの悪口や誹藷中傷は絶対にやめましょう｡相手の気持ちを考えて行動しましょうO

本校進路指導部は'｢生徒1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Lt進路実現ができるようにする｡｣を重点目標としていますo

l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｡2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｡3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､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H標で今年度も取り組んでいます｡

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-辛成20年度から求人数は減少してお-買い手市場になりつつありますo昨年度も予想以上の就職難で売り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01次募集で受験したのが56人(1人は進学へ変更)'うち内定したのは44人で約79%で､昨年の84%と比べて減少しました｡

本校に送られてきた求人票の件数は約誹
件で､昨年より約83件増加しましたo求人倍

率は約5　6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o今年度は､欧米の金融不安からの経済低迷から'昨年度よりも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o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o成績の良い者がよ-高いレベルの大学に進学するのではな-､よ-多額の授業料免除をしてくれる大学に流れる傾向にありました｡

今回は就職状況の推移から現状を知って

もらうために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-や高校生活のしおり'またはホームページをご覧ください｡■求人状況の推移
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‥｢.晩熟卦堅
入学して早くも三ケ月が経過し､中学生気分

の抜けきらなかった生徒たちも'徐々に市岐商生らしく成長してきました｡ご家庭での様子はいかがでしょうか?｢執爽溌刺｣とした高校生活を送っているでしょうか-

具体的な学年の指導方針は'以下の四点です｡
①落ち着いた生活が送れる環境作りに努め'豊かな心とた-ましさを養う｡②学習習慣を定着させ'学力を向上するo⑨基本的生活習慣(挨拶･5分前行動など)及び授業規律の確立に努める｡④問題の早期発見･早期解決に努め'家庭との連携を密にする｡生活習慣･学習習慣の確立はもちろんですが､自ら｢考える習慣｣も身につけさせたいと願っています01年生の自立を促し､生徒相互が安心した学生生活を､元気よ-生き生き溌刺と送れるように学年会でサポートしていきたいと考えていますo

さて､本校経営管理科では'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のクラス分けが実施されます｡保護者の菅さまを対象としたコース説明会も実施する予定でおります｡ご家庭でも将来の進路設計を含めて'コースについての話し合いの場をお持ちくださいますようお願いします｡

朱鷺嘩甘

新学年として三ケ月が経ちましたo生活･勉

強･部活動を再度見直し､｢中堅学年｣として本校の学校生活のあらゆる場面で｢中核｣となって活躍して欲しいと思います｡
二年学年会では'基本的な生活習慣を確立し､

社会人にふさわしいマナーを身に付けるために
｢時を守り､場を清め'礼を正す｣ことが自然とで

きる学年団をめざします｡挨拶､身だしなみといった当たり前のことが自然とでき､｢場に応じた｣行動ができる生徒になってもらいたいと思います｡また､三年生になってから慌てることがないよう､卒業後の進路について二年生のうちからある程度方向付けするために､｢普段の授業を大切にするo｣｢在籍しているクラスや選択したコースがめざす資格を取得する｡｣など学習面でも真剣に取り組んでもらいたいと思います｡ご家庭におかれましても､お子さまの学校生活や将来について話し合う機会をもちながら､温かく見守っていただけたら幸いです｡

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｡

剤薗副協義朝

良筆乳首上…

三年生となり'いよいよ進路先を決定する時期
が来ました｡pTA稔会の三年学年懇談会でもお話しましたが'七月の三者懇談では進路を最終決定します｡生徒を取り巻-社会情勢は厳し-､特に'新卒者の就職状況はバブル崩壊後では最低といわれ'とても狭き門となっています｡昨年度も､採用状況が悪く､仕方な-進路変更をしな-てはならなかった生徒も多-いました｡しかし､このような状況のなかでも決して怯まず'社会に必要とされ'活躍できる社会人になる為に､準備をしっかりしていく必要があります｡そのためにも自分の将来を真剣に考え､進路意識を持ち､基礎学力(一般常識)の向上だけでなく､小論文や面接の力のレベルアップを図ってください｡

三年学年団は'進路指導部と連携を密にLt生
徒たちの希望が少しでもかなうように､事前指導

(補習'模擬面接'公務員講座など)はもちろん､企
業への求人依頼､進学先への訪問など全力で対策をとっています｡保護者におかれましても'親子の間で進路の話をできるだけ持っていただき'ご不安やお困りごとがあ-ましたら'ぜひ学級担任や進路指導部にご相談-ださい｡これからもご協力の程よろしくお願いいたします｡
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市岐南デパート取締役紹介『第三十回市岐南デパート』成功に向け
て'社員l丸となり取り組んでいきますo

ご協力よろしくお願いします｡

取締役社長
安福　優介

取締役副社長
安井　香瑠杉山　舞子

常務取締役
服部　裕美

取締役
中嶋　絃也高田　　駿

監査役
臼井　麻衣大塚　晴夏

五月二日､少々天候不順ではありました

が､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01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し､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o

前期生徒会役員紹介

五月二十四日(木)『第五十九回市岐南
デパート株主総会』を480名が参加し､本校体育館で開催しました｡

｢今年度のスローガンは､tl二十年分の
感謝をこめて"サブスローガンは'〝礼儀･歓待･感動〟です｡第30回という大きな節

DEのデパートを通じて'徹底した接客マ
ナーや､気拝の良い挨拶､元気で活気ある市岐南生の姿を､30年間の感謝をこめて'地域の方々にアピールしていきます｡今年度も宮商デパートのご協力を得ながら'宮古市内の企業･商店から'より多くの商品を仕入れ'販売やpRなど､復興支援に向け具体的な活動を行います｡｣

....≡...~‥.I...I.~　~.と.i

と取締役社長が挨拶しましたo　　　　　一

第30回市岐商テパートでは､新たに,ど　Ⅷ

ら焼き･市岐商飴･取締役による『いちご　l濃姫』を使用した開発商品､第30回記念マ…フラータオルなどのオリジナル商品を取　;り扱いますoまた三できたてパン』でも'仕入業者のご協力により､3年C組が
｢課題研究｣で開

発するオリジナルパンの販売も予定しています｡

市岐南生としての自覚を全校生徒に
持ってもらえるように活気溢れる活動を目標に取り組んでいます｡｢各種表彰式･壮行会｣'｢球技大会｣等の学校行事は勿論のことですが'｢道三まつり｣､｢論田川清掃｣等の周辺地域の行事にも積極的に参加していきますQ

私たち7人と共に皆さんで市岐商を盛
り上げていきましょう｡よろしくお願いします｡

球技大会

【大会成績】

沓　記　井上　茂恵(2B)書　記　六谷柚佳李(2B)副会長　佐橋　裕之(3D)会　長　日比野　百一(3D)副会長　長谷川知美(3B)会　計　阿部　恭子(2B)会　計　小野　将輝(2D)

本校の球技大会(六月十二日)は'ソフ
トボール･バレーボール･バドミントン･卓球の四種目を男女別のクラス対抗で実施しました｡

大会当日は'実施されるかどうかわか
らないような曇天で'時折'小雨も降るという悪天候の中'それにも負けないような熱戦が各競技で繰り広げられました｡

各会場では､チームの団結力を見せつ
け､優勝をDI指すクラスメイトを応援する姿が見られ､クラスの和がさらに深まったと思います.

終了後､｢実施できてよかった｣という
声があちこちで聞かれました｡

女子優勝クラス　　　男子優勝クラス

①

B A B B2　3　3　3ソフトボール　2B　　ソフトボール

バレーボール　3B　　バレーボール

バドミントン　3D　　バドミントン

卓　　　　球　2D　　卓　　　　球

■ l

7=‡享-_溝二:二三

F濃.I頑雨
i･4去〉~←主Iii

図書委員会より

今年度も地域の子供たち(幼椎園児･
小学校低学年)を対象に'本校生徒が

｢読み聞かせ隊｣を実施します｡異文化
交流部とのコラボレーション【協働】して英語による読み聞かせも行います｡

『キッズイングリッシュインサマー2012』7月23日(月)1 0時30分より本校にて『市岐南読み聞かせ隊』7月25日(水)1 0時より酉児童センターにて

また'図書館では'保護者の方にも本

の貸し出しを行ってお-ます｡

お気軽にお立ち寄--ださい｡

■開館日/月曜日～金曜日

(ただし8/13-17を除く)

■開館時間/1 0時～1 7時
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ハンドボール部男子

l F=二呈埋至当iiiii ii?tq E] ■;1 Ej rM H嗣掛1

■■瀧■■巨ヨ■円可■　団体の部　出場<∽馴県金沢市′卯辰山頼嗣,

姻=:二二二二二二二二』~~~~-
■凋ZZ;郡蛮諾■　○準優勝紙lむ17 GM｡領トLhヒマラヤア舛わ

-i至-臼■『主■　団体　第5位
○個　人　中量級　第3位　平尾　拓摩(3B)

○軽量級　優秀選手賞　　　小川　賢雄(2⊂)

○重量級　優秀選手賞　　　服部　知倫(3A)紙17高山市相撲場,

■婆)1議tBfjt■　1 0種目1 7名甥子8名､女子9名)出場　<*出場者は県大会欄参照>仏性,7GM｡長別儀朋,

■■矧■珊■　女子個人の部　出場　面田　真帆(3B) 416_17閃市雛体育塊,

-:ill) E] I:莞∃ Lu馳空尉朋臣-

-Ⅷ■　○凪体　第3位d3卿県傭穂運動公園棺横堀,

+～平成含4銀全日本ジュニア体重別選手権大会東海予選会～

l■Ⅷ■　○個人　80kg未満級　出場　武田　幸毅(1 B)く∽捌l県金沢市′卯辰山榊場,

!　　二･　【･---/_-:/ ･･･-･三･､二-　:

BEl3;玉】肪振方■　○準優勝

■ElTfTFJ=･lEIRTi■　男子総合　第6位　○男子フィールドの部第1位

第1位　○ハンマー投:大森　弘幸(3A)

第2位　○棒高跳:飯田　優輝(3⊂)
第3位　○砲丸投:松岡晋乃介(1 B) 〇八種競技:田中優之介(1 ⊂)

第4位　　砲丸投:早川　匠海(1A)

第5億　三段跳:新井　将萱(3⊂)　ハンマー投:国枝昌平(2⊂)
第6位　円盤投:日比野　亘(3D)　ハンマー投:日比野亘(3D)

女子フィールドの部　第3位
第2位　○走高跳:奥村　麻未(3B)
第3位　○女子4×100mリレー(高木lD　岡田2C　生駒2D　安田3B)

○円盤投:加藤香緒梨(38)
第4位　　円盤投:八十田　礼(2B)

第6位　　200m:岡田　玲奈(2⊂)

l■瀧■■岳ヨ■FⅦ■　○団体　準優勝
○個人の部　第3位　服部　知倫(3A)

-矧■Fヨ■円盲■　女子個人の部　第5位　面田　真帆(3B)

*以上､ ｢ハンドボール部男子｣ ｢相撲部｣ ｢陸上競技部｣ ｢剣道部｣が｢東海高等学校総合体育大会｣出場権獲得

ザ由E]峨
-価■　○団体の部　準優勝　*｢全国高等学校相撲金沢大会｣出場権獲得

I-:-ill-) E･ E-7iE 】抄触媒鰍

■■i≡-臼■『-　O個人　80kg未満級　優勝　武田　幸教(lB)

* ｢全日本ジュニア体重別選手権大会東海予選会｣出場権獲得

-‡由E･峨轍　　.
■脚■　○ワープロの部　正確賞　近藤　桜子(3B)　　　　　　　　　*○印は伝達表彰での表彰者
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