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秋晴の候、みなさまにおかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

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、ご協力を賜り誠にありがと

うございます。本来ならば第2回運営委員会を開催するところですが、書面での開催ご報

告とさせていただきます。 

 

小野会長 挨拶 

いつも保護者と教師の会の活動にご協力をいただきまして、心より感謝申し上げます。 

第 2 回運営委員会は書面開催とさせていただきました。 

１年生の野外実習の西湖と河口湖や２年生の修学旅行の沖縄、そして二階堂祭などのイ

ベントが開催され高校生活も有意義な時間になっていることと思います。３年間という短

く貴重な高校生活をコロナに負けずに楽しんでいただきたいと思っております。 

そして２４日２５日で開催されます、二階堂祭では学年委員会は雑貨販売・文化厚生委員

会はオリジナルエコバックづくり、役員はバルーンアートを企画しておりますので、皆様

のお越しを待ちしております。 

３年生は自分の決めた進路に向かって悪戦苦闘していると思います。分からない事などは

どんどん先生たちに聞いて合格を勝ち取って欲しいと思っております。 

今後の予定ですが、９月２４日・２５日二階堂祭 １０月１日第８支部私学振興拡充支部

大会委員会となります。 

今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 
工藤校長 挨拶 

今年の夏は、異常気象だったと気象庁が発表するほど猛暑日が続きました。しかし、２学

期の始まりに合わせるように、秋を実感できる過ごしやすい季節となりました。生徒の皆

さんは、42 日間の夏休みをどのように過ごしていたのか気になるところですが、新型コロ

ナ感染症や熱中症の防止に配慮し、普段は挑戦できない多くのことに取り組み充実した

日々を過ごすことができたのではないでしょうか。また、夏季休業の終わりとなる 8 月 29

日から 31 日まで 1 学年の「野外実習」が山梨県西湖畔キャンプ場においてを実施され、

自然の中での集団生活やカヤックなどの実体験をとおし、協力することの重要性やたくま

しく生き抜く力など、多くのことを学ぶ機会となりました。 

各運動部の大会はほぼ予定通り開催され、輝かしい結果を残しています。特に、バレーボ

会長 小野 貴子 



ール部は 8 月 8 日から 10 日まで奈良県帝塚山大学で開催された、全国高等学校体育学

科・コーススポーツ大会 第 29 回女子バレーボール大会においてベスト 10 入りを果たし

ました。フットサル部は 8 月 9 日にグリーンアリーナ神戸で開催されたグリーンアリーナ

神戸カップ U-18 に出場し、ダンス部は 8 月 10 日から 13 日まで神戸文化ホールにおい

て開催された、第 34 回全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)において「ＮＨＫ賞」

を受賞しております。始業式後には、生徒一人ひとりの日々の弛まない努力と健闘を称え

表彰を執り行いました。このような、生徒の活躍の陰には各ご家庭での支援があってのこ

とですので、保護者の皆様には心から感謝しお慶びを申し上げます。 

そして、9 月 6 日から 10 日までの 4 泊５日で２学年の修学旅行を 3 年ぶりに沖縄県で

実施しました。平和教育やコースごとの国際交流とスキューバダイビング。そして、沖縄の

歴史や自然に直接触れる体験は多くのことを学び考える機会となり、高校生活の良き思い

出をつくることができました。 

現在、9 月 24・25 日に開催を予定しています「二階堂祭」に向けて準備を進めている

ところです。本来の二階堂祭と同じようにとはいきませんが、今置かれている環境の中で

可能な限り工夫し、本校の文化を内外に示す行事に位置づけ取り組んでおります。6 月に

開催した体育祭と同様、生徒の主体性や自主性を尊重し、課題解決力や社会性を育むこと

に繋がる行事にしたいと思います。 

最後に、事務室前の掲示板に「夏の苦手克服は、秋からの自信につながる］と書かれた模

造紙が貼ってありました。夏の様々な努力が成果として表面化し、実り多い 2 学期になる

ことを期待しております。保護者の皆様には 1 学期に引き続き、本校の教育活動にご理解

とご協力をお願い致します。 

 

中川教頭 挨拶 

夏休みが終わり、2 学期が始まりました。3 年ぶりの行動制限のない夏休みとなり、海

水浴場なども例年通りの賑わいを見せていたようです。42 日間のまとまった休みを生徒の

皆さんはそれぞれの目標に沿った有意義な時間とすることができたでしょうか。新型コロ

ナウイルスの新規感染者数は全国的に減少傾向にありますが、新学期が始まり学校での感

染はやや増加傾向と聞いています。マスクの着用や手洗い、手指消毒といった感染症対策

への意識は持ち続けてもらいたいものです。 

さて、2 学期は何をするにもよい時期です。24・25 日に行われる二階堂祭以降は、い

くつかのコース行事がありますが、比較的落ち着いて学習に取り組めるのではないでしょ

うか。どの学年にとっても 2 学期は大切な時期となります。夢の実現に向け、実りのある

高校生活にしてもらいたいと思っています。 

校内ではC棟のWi-Fi工事が終了し、10月にはC棟各教室に電子黒板も設置されます。

今までの感染症対策を徹底しつつ、ICT を活用した「主体的・対話的で深い学び」をより一

層進めていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。 



 
 

 

一年生                         保田 先生 

 2 学期に入り、高校生活にも慣れ、行事や部活動でも 1 年生が活躍している姿を目にす

る機会が増えてきました。現在、生徒たちは来週末に行われる二階堂祭に向けて、クラス

で相談しながら準備を進めています。1 組は縁日、2 組は駄菓子屋とビーズ作りを行う予

定です。また、学年展示は「総合的な探究の時間」に ENAGEED（教材）で学んだ３つ

の力を使い、違和感のあることを解決する方法を考え、模造紙にまとめました。授業や部

活動の展示・発表も行いますので、生徒たちの日頃の様子や学習成果をご覧いただければ

と思います。 

 6 月以降の学年行事としては、6 月 25 日に「1 学年保護者会」と「保護者対象進路ガ

イダンス」を行いました。大学入試の種類や特徴、傾向と対策、昨年度の結果などをライ

センスアカデミーの方から説明していただきました。7 月 19 日には、教育交流の協定を

締結している国士舘大学から三浦教授にご来校いただき「著作権について考える」授業を

していただきました。8 月 29～31 日には希望者対象に「野外実習」を行いました。山

梨県の西湖でカヤックやサップに挑戦したり、バーベキューやキャンプファイヤーをした

り、自然豊かな環境で様々な体験をすることができました。 

 また、コース行事としては、キャリアデザインコースが 7 月 14 日に「マイナビ進学ラ

イブ」に参加し、学問や職業について考える機会となりました。特別進学コースは 7 月 9

日に「夢ナビライブ」に参加し、7 月 11～12 日の「N スタキャンプ①」ではその振り

返りと神田外語大学へ見学に行きました。8 月 25～27 日の「N スタキャンプ②」で

は、プレゼンテーションの方法を学びました。ヒューマンケアコースは 7 月 22～23 日

に「目で見る福祉ツアー」で、ねむの木学園や盲導犬センター、ヤマハピアノ工場の見学

を行いました。ダンスコースは 9 月 1 日に「ダンスワークショップ」を行い、創作に挑

戦しました。2 学期以降も様々なコース行事が用意されています。9 月末に 2 年次の選択

科目の説明をしますので、ご家庭でも卒業後の進路や選択科目について考える時間を設け

ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

二年生                          山下 先生 

新型コロナウィルスの感染拡大が止まらず不安な日々が続く中での夏休みとなりました

が、2 学期になり生徒たちの元気な姿を目にすることができて安心いたしました。 

さて、2 学年は 9 月 6～10 日に沖縄修学旅行へ行って参りました。沖縄の豊かな自然、

魅力ある文化に触れ、生徒たちは実りある時間を過ごせたのではないかと思います。初日

には平和学習を行いました。施設の見学をしたり講話を聞いたりする中で、戦争の悲惨さ

や平和の尊さを知る機会になったようです。コース別の活動では国際交流とスクーバダイ

学 校 近 況 報 告 



ビングを実施しました。国際交流は留学生や現地在住の外国人と交流をしました。コミュ

ニケーション手段として英語を使うことには苦労していた様子でしたが、国際交流という

観点で見ると、異なる文化や考え方を知ることができ良い経験になったのではないかと思

います。ダイビングでは、海に対する恐怖心と闘いながら果敢に挑戦する姿が印象的でし

た。インストラクターの方々の丁寧なご指導により、最後には楽しそうに海に入っていく

様子が見られました。文化体験や観光も行いましたが、お天気にも恵まれて、生徒たちがよ

く学び、よく考え、楽しむことができた修学旅行になったと思います。コロナ禍でいつもと

は違う不安を抱えての行事ではありましたが、生徒たちがよく協力してくれ、無事に全行

程を終えることができました。ご家庭でもさまざまご指導いただき、有難うございました。 

 現在は二階堂祭に向けて各クラス準備を進めております。1 組はカフェ、2 組は縁日を

開く予定です。また、沖縄についての事前学習や修学旅行のまとめも展示する予定となっ

ておりますので、生徒たちの学習の成果をご覧いただければと思います。 

 11 月には三者面談を実施する予定です。進路指導を中心とした面談となりますので、是

非今一度ご家庭でもお話合いの時間を設けていただけますと幸いです。 

 2 学期もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

三年生                          輕部 先生 

前回の運営委員会以降いくつか予定されていた行事がありましたが、残念ながら合唱コ

ンクールは中止となってしまいました。本番は実施できませんでしたが、リハーサルまで

のクラス練習では意見の衝突があったクラスや「とにかくやるしかない！」と委員の生徒

のリーダーシップの下、厳しい練習を行っていたクラスなどそれぞれのクラスのカラーが

よく見える練習期間でした。特に伴奏者を担当してくれた生徒は、悪戦苦闘しながらも練

習時間を捻出し、とても頑張ってくれました。教員もクラスメイトも感謝の気持ちでいっ

ぱいでした。 

また、校外学習では八景島シーパラダイスと横浜中華街を訪問しました。八景島シーパ

ラダイスでは自主研修だけでなく、魚釣り体験でアジ釣りをしました。魚は絶対に触れな

い！という生徒たちの叫び声が響く中、何名かは鮮やかに魚から釣り針を外していく様子

が印象的でした。釣ったアジはその後のバーベキューで、フライにしたものをいただきま

した。また、横浜中華街では短い時間にも関わらず、かなり効率よく食べ歩きをしていた生

徒もいたようでした。 

先日夏休みが終わり、始業式に元気な様子で登校してきてくれたことにほっとしていま

す。3 年生は、夏休み中も受験準備のために毎日のように登校してきている生徒や、家や

塾でとにかく一日のほとんどを勉強時間に充てていた生徒もいました。出願がはじまり、

本格的な受験シーズンとなりました。それぞれの生徒が、本番で持てる力を発揮できるよ

うにサポートしていきたいと思っています。 



 

 ～本部～ 

 6/25 打ち合わせ 

 6/28 会計処理 

   7/2 印刷作業・会計処理 

   7/12 塾対象学校説明会出席 

   7/21 会計処理 

   9/9 会計処理 

   9/13 打ち合わせ 

 

～広報委員会～ 

 7/3 編集会議 

 8/7 編集作業終了 

8/10 訂正作業 

8/13 データー提出 

9/11 データー再提出 

 

～学年委員会～ 

 6/16 二階堂祭について LINE にて話合い 

 6/24 打ち合わせ 

 6/27 企画書提出 

 7/7 二階堂祭パンフカットの提出 

 9/7 商品買い出し 

 9/8 商品発注 

 

～文化厚生委員会～ 

 7/16 打合せ（二階堂祭について） 

 7/18 パンフレット原稿の確認作業 

 9/17 打ち合わせ 

 

～渉外委員会～ 

 6/11 第 8 支部定期総会出席 

 6/18 第一回役員会 

 7/2 第二回役員会 

 8/1 拡充大会出席確認作業 

 9/10 第四回役員会・拡充大会準備 

 


