令和 4 年 6 月 30 日発行

会長 小野 貴子

梅雨に濡れた木々の緑がいっそう深みを増しています。皆様におかれましては、ます
ますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より会員の皆様には保護者と教師の会の
活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。会員の皆様と先生方のご
支援を頂きながら、生徒たちがより充実した高校生活を送れるよう活動していきたいと
考えております。１年間どうぞよろしくお願いいたします。
4月23日（土）に書面による総会が行なわれ、保護者と教師の会も新体制となりまし
た。会員の皆様には運営委員会だよりを通して活動を報告させていただきます。

6月11日(土) 第１回

運営委員会が開かれましたので、ご報告いたします。

出席者：工藤校長、中川教頭、保田先生、山下先生、輕部先生
小野会長、本部6名、各委員会5名
計17名

小野会長

挨拶

会員のみなさま、日頃より保護者と教師の会にご理解、ご協力いただきまして心より感謝
申し上げます。
今年度、保護者と教師の会の会長をさせて頂きます小野貴子と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。
5 月 22 日には、日本女子体育大学の体育館をお借りして体育祭が開催され、保護者観覧
は叶いませんでしたが、学校の Instagram に動画をアップしていただき、生徒達が楽しそ
うに競技をしている姿を見ることができました。
ぜひ、どこかのタイミングで体育祭の上映会を期待したいと思っております。

そして、今年度は二階堂学園 100 周年の記念の年となります。
保護者と教師の会でもみなさまのお力添えを賜りたいと思っておりますのでどうぞよろし
くお願い申し上げます。
最後に今後の予定ですが、6 月 25 日に合唱コンクールの開催が予定されております。保
護者の観覧も入れ替わり制ではございますが出来ると聞いておりますので、ぜひみなさま
も生徒たちの歌声を聞きに来校されますよう心よりお願い申し上げます。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

工藤校長

挨拶

相変らずの梅雨空ですが、今年度初めての運営委員会にご参加いただきありがとうござ
います。また、令和 4 年度の役員をお引き受けいただきありがとうございます。
さて、4 月からのことを少し振り返りますと、4 月 8 日始業式と着任式を全校生徒が体
育館に集まり実施致しました。始業式では、各自が進級した歓びと決意を確認すると共に、
講話では、実りある一年にするための手段と目標及び目的について説明しました。また、着
任式では、4 月から本校に勤務する教員の紹介と挨拶があり貴重な時間を共有することが
できました。翌日は新入生と保護者だけとなりましたが、入学式を挙行いたしました。さら
に、5 月 22 日には、3 年振りの体育祭を大学の総合体育館にて実施することができまし
た。感染防止のため、保護者の参観は実現しませんでしたが、生徒一人ひとりの活躍と躍動
する姿を目の当たりにし、学校行事の重要性を改めて実感することができました。特に、応
援合戦としてのダンスは、各クラスの特色が表現され見事なでき栄えで感動しました。
最後に部活動の結果を報告いたします。
フットサル部

第 3 回高校生女子フットサルチャンピオンシップ
5 月 15 日(日)

すみだフットサルアリーナ

2位
新体操部

第 71 回関東高等学校新体操選手権大会
5 月 26 日(木)～28 日(土)

栃木県

日環アリーナ

団体 3 位
バレーボール部

第 76 回関東高等学校女子バレーボール大会
6 月 4 日(土)～ 5 日(日) 東京体育館
ベスト 16

今後も、コロナの感染予防に十分配慮し、充実した学校教育を実践していきますので
引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。

中川教頭

挨拶

新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け始めてから早 3 年目を迎え、入学式が 6 月ま
で延期された学年も 3 年生となりました。昨年、一昨年と多くの学校行事が中止、縮小と
なりましたが今年になってようやく体育祭が日本女子体育大学の総合体育館を借りて、全
校揃って行うことができました。中学生とその保護者を除いては外部への公開はできず、
保護者の方々にも残念なこととなりましたが、コロナ禍にあっても少しずつ、これまでの
教育活動に近づけていることと思います。今後は合唱コンクール、二階堂祭といった大き
な学校行事の他、修学旅行などの学年行事、その他さまざまなコース行事が予定通り行わ
れることを願っています。行事実施の際には何卒ご理解、協力いただきますようよろしく
お願いいたします。
学 校 近 況 報 告

一年生

学年主任

保田

先生

今年度、1 学年主任を務めることになりました保田と申します。4 月 9 日に入学式を終
え、70 名の新入生を迎えることができました。今年度の 1 学年は新たな試みとして、チ
ーム担任制を導入しました。担任だけが学級運営を行うのではなく、学年の全教員と協力
し、朝帰りの HR、昼食指導、清掃指導、総合的な探究の時間、二者面談まで一緒に行い
ます。一人ひとりの成長を見守りながら、学校生活や卒業後の進路に向けてきめ細かくサ
ポートし、3 年間大切に育てていきますので、よろしくお願いいたします。
また、今年度の入学生より、新たな 5 コース制と変則 6 日制がスタートしました。全
コース合同のクラス編成ですが、1 年次よりコースに分かれて特色ある授業を学習してい
ます。また、土曜日は模擬試験や行事のあるときは全員登校しますが、それ以外は選択授
業を履修した生徒のみの登校となっています。
さて、入学して約 2 ヶ月が経ち、5 月には初めての学校行事や定期試験を経験しまし
た。クラスで１つのことに取り組むのは体育祭が初めてでしたが、体育委員やダンス経験
者が中心となりクラスダンスを完成することができました。競技でも力を発揮し、1 組は
総合 2 位を獲得しました。その 1 週間後には中間試験も行われ、現在、二者面談を通し

て結果を返却し、授業や学校生活についての振り返りや今後に向けてのアドバイスを行っ
ています。今後の予定としましては、6 月下旬に合唱コンクール、7 月に期末試験とコー
ス行事が控えています。現在、生徒たちは 6 月 25 日に行われる合唱コンクールに向け、
日々練習に励んでいますので、きれいな歌声を聴きにぜひお越しください。同日午後には
保護者会と保護者対象進路ガイダンスも予定しておりますので、たくさんの参加をお待ち
しております。

二年生

学年主任

山下

先生

今年度 2 学年主任を拝命しました山下と申します。1 年間どうぞよろしくお願いいたし
ます。
64 名の生徒が進級し、昨年度から更にコースを分化させてそれぞれの進路や興味関心に
沿った学びを行って参ります。クラスは様々なコースに所属する生徒で構成されておりま
すので、昨年同様に多岐に渡る進路希望を持つ生徒同士お互いに刺激を受けながら学校生
活を送ってもらいたいです。
4 月のオリエンテーション期間に、この一年は『主体性』
『積極性』
『リーダーシップ』の
３つを心にとめて過ごしてもらいたいという話をしました。
今年度は、来年度に控えた進路実現に向け、進路を決定するための大切な一年です。生徒
には主体的に学ぶ姿勢を持ち、何事も積極的にチャレンジしていく中で、自らの将来を切
り拓いていってもらいたいと思っています。
また、学校生活では中心となる機会が多くあります。クラスや学年でも同様ですが、周り
を見て行動し、いま自分が何をすべきか判断できるようになってくれることを期待してい
ます。
さて、先月行われた体育祭は入学後はじめての学外で実施する大きな行事となりました。
普段は見られない生徒たちの活き活きとした様子を目にすることができ、こちらもとても
元気をもらいました。クラスダンスは前日の予行や当日直前まで一生懸命に練習しており、
どちらのクラスも昨年より進化したダンスを披露してくれました。
現在は今月末に実施予定の合唱コンクールに向けて練習に励んでいるところです。しば
らく合唱を経験できておらず、自分たちでつくり上げていくことに難しさを感じているよ
うですが、どうしたら協力して合唱に取り組めるか各クラス探究の時間に話し合いました
ので、本番では素晴らしい合唱を聞かせてくれると期待しています。
また、9 月に実施予定の修学旅行に向けても準備を進めております。来週には事前学習

として平和学習を実施する予定です。また来月には各実施コースに分かれて事前学習をお
こないます。感染症の状況も懸念されるところではありますが、生徒たちも不安もありつ
つ楽しみにしている様子ですので、実施できることを願っております。

三年生

学年主任

輕部

先生

今年度も学年主任として、3 年生のサポートをさせていただきます。よろしくお願いい
たします。
現在 3 年生は、三者面談を行っております。そこで改めて自分の将来を考えたときに出
てきた新たな興味や学びたいことなどをもとに、受験に向けての準備をしている状況です。
4 月のオリエンテーション期間には模擬面接を行いました。時間の関係もあり質問項目を
絞って実施しましたが、面接に臨む準備の大切さや、自分の意見を簡潔に伝えることの難
しさを実感した生徒が多くいたようでした。夏頃から校内での面接練習に臨む生徒が多く
なってくるので、練習時間を有効に活用できるように準備を促していきたいと思っていま
す。
5 月 22 日には体育祭が実施されました。大会前の部活動も多く、連休後のめまぐるし
い忙しさの中でも、準備の段階から楽しみにしている生徒が多くみられました。各競技で
普段以上の力を出し切り、その勢いの良さに教員側はハラハラしながら見ている場面もあ
りました。リレーなどはプレッシャーを感じていた生徒もいたようですが、走り切った後、
順位とは関係なく笑顔で称え合う姿が見られました。クラスダンスもそれぞれの思い入れ
が強く、各クラスの個性が反映された作品になっていました。
保健福祉コースは 5 月 9 日～13 日の 5 日間で保健福祉実習と保育実習に参加しまし
た。座学の授業でご利用者様や園児への基礎的な対応について学んできましたが、実際の
現場では頭が真っ白になってしまうというような場面も多かったようです。実習ノートか
らはそれぞれが悩み、奮闘した様子がうかがえました。
この後、合唱コンクール、修学旅行の代替行事などが予定されています。今まで行事が少
なかった学年なので、良い思い出ができるよう準備していきたいと考えております。

各委員会の活動報告
～本部～
4/14

印刷作業

4/20

印刷作業

4/23

保護者と教師の会定期総会(書面開催)・委員総会

5/10

打合せ

5/28

会計処理

5/31

評議員会出席

6/6

会計処理

6/11

第一回運営委員会

～広報委員会～
4/23

委員総会

5/22

二階堂祭撮影参加

6/11

第一回運営委員会

7/末

WEB 版にて広報誌を発行予定

～学年委員会～
4/23

委員総会

6/11

第一回運営委員会

～文化厚生委員会～
4/23

委員総会

5/14

委員会

6/11

第一回運営委員会

～渉外委員会～
4/23

委員総会

6/11

第一回運営委員会・支部連合会定期総会

学校メールご登録のお願い
学校と保護者と教師の会からのお知らせをお送りいたしますのでご登録がまだな
方はこの機会にご登録をおねがいいたします。
登録の仕方は下記をご参照ください。

保護者様
日本女子体育大学附属二階堂高等学校

日本女子体育大学附属二階堂高等学校メールシステム登録のご案内
■登録の前に
※登録できないメールアドレス
1.記号で始まる 2.@直前にドットがある 3.連続するドットを含んでいる 4./（スラッシュ）を含んでいる
これらのメールアドレスは登録できません。アドレスを変更するか別アドレスで行ってください。
※メールは一方通行です。返信はできません。
※メールの受信料は各自負担になります。

A・プライバシーポリシー
・利用規約・登録できないとき

■登録方法
1.A の QR コードから、https://hp.m-mate.com/em-honbu/ に接続して、プライバシー
ポリシー及びメール会員規約をお読みいただき、同意される場合は以下の手順にて
登録をしてください。
2.

nikaido-t@m-mate.com へ空メールしてください。（件名本文不要・英数小文字）

B の登録用コードをご利用ください。
※迷惑メール対策で受信拒否などの設定をしている方は、以下の設定をしてから
行ってください。
・アドレス指定する場合は上記アドレスから-ｔを省いた nikaido@m-mate.com
を指定してください。
・アイフォンは「i phone から送信」の署名を消し、件名に「あ」と一文字だけ
入れて送信してください。
3.返信メールが来たら開いて登録画面にアクセスしてください。
4 必要事項を入力・選択して OK を押してください。
5.しばらくして登録完了のお知らせが届いたら終了です。
【二階堂高等学校】か
らお知らせ
二階堂高等学校メール
メイトシステムに登録
します。下記の URL か
ら登録画面に進んでく
ださい。
※表示は機種により異なります

↓情報登録画面へ
http://www.mmate.com/xxxxxxxxxxx
x

QR コードを同時に読
み込まないようご注
意ください。

B・登録用コード

【二階堂高等学校】か
らお知らせ

■名前

二階堂高等学校メール
メイトシステムに登録
しました

■学年
…
■コース
…
■組
…
OK

●複数の生徒を登録する場合は、一人ずつ同様の手順で最初から行ってください。ただし、同じアド
レスで複数登録した場合、一斉送信では登録の新しい方に 1 通だけ送られます。
●返信メールがすぐに来ない方は、
【入力したアドレスが間違っていないか(-、@は半角)】
【何らかの
受信拒否設定がされていないか】を再確認してください。◆URL 付きメールを拒否 ◆登録していな
いアドレスからのメールを拒否 ◆件名に二文字以上入れた ◆本文に署名や絵文字が入っている
これらの場合も登録時の返信メールが受け取れず登録できませんのでご注意ください。
●A の QR コードで【お困り Web】に接続して、登録できない原因や登録状況を知ることもできます。
●登録された個人情報は、管理責任者を限定した上で、学校からの連絡用にのみ利用されます。
第 3 者に開示することはありません（運営会社及び法的機関を除く）。
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
この件に関する問い合わせ

担当

齋藤

裕

