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上のスローガンは、総合コース３年生のろうかに掲げられています。実習

先にいくと、一人ぼっちで、何となく気持ちも沈んでしまうこともあ

と違う場所でがんばっているんだ」「自分も

仲間のことを思い出してがんばろう」そんな

思いで、学校を飛

をしてくれていることでしょう。

 校内実習を続けている

もに働く仲間との

立っていく準備をすすめていきましょう。

 

後期現場実習

『実習激励会』
んラーメン」は大好評でしたね。先生方からは「去

スムーズに店を切り盛りできました」との話を聞き、

んばりをうれしく思いました。チケットとおにぎりをしっかり声を出して全部売った生

く調理を続けてくれた生徒さん、お客さんの応対に

失敗もなくラーメンを出し続けた生徒さん、

で片付けを続けてくれた生徒さん。ビルクリーニング

現場実習で身につけてきた力が、

ぶんちゃんラーメンに結集していたように思います。

。みなさんは、あいさ

よくできる高校生です。普通の高校生は、こん

なにあいさつはできません。みなさんは、社会に出る

認めてもらえない

あいさつをするということが

実習先で、気持ちのよいあいさつをしてください。そして、分教室の生徒は、本当に

みんなを驚かせてください。困ったことを相談できることも大切です

３年生は、この実習で、卒業後の働く先が決まっていくことを願っています。３年生

、１・２年生のみなさんもがんばりましょう。

。特に、３年生にとっては、卒業後の生活を見

据えての大切な実習です。先生方も、毎日、実習先を回って大忙しです。

上のスローガンは、総合コース３年生のろうかに掲げられています。実習

先にいくと、一人ぼっちで、何となく気持ちも沈んでしまうこともあ

と違う場所でがんばっているんだ」「自分も

仲間のことを思い出してがんばろう」そんな

思いで、学校を飛び出して、さまざま

をしてくれていることでしょう。

校内実習を続けている

もに働く仲間との

立っていく準備をすすめていきましょう。

後期現場実習』が行われています

『実習激励会』
んラーメン」は大好評でしたね。先生方からは「去

スムーズに店を切り盛りできました」との話を聞き、

んばりをうれしく思いました。チケットとおにぎりをしっかり声を出して全部売った生

く調理を続けてくれた生徒さん、お客さんの応対に

失敗もなくラーメンを出し続けた生徒さん、

で片付けを続けてくれた生徒さん。ビルクリーニング 

現場実習で身につけてきた力が、 

ぶんちゃんラーメンに結集していたように思います。 

。みなさんは、あいさつが 

生は、こん 

社会に出る 

ないこ 

あいさつをするということが

実習先で、気持ちのよいあいさつをしてください。そして、分教室の生徒は、本当に

みんなを驚かせてください。困ったことを相談できることも大切です

３年生は、この実習で、卒業後の働く先が決まっていくことを願っています。３年生

、１・２年生のみなさんもがんばりましょう。

。特に、３年生にとっては、卒業後の生活を見

据えての大切な実習です。先生方も、毎日、実習先を回って大忙しです。

上のスローガンは、総合コース３年生のろうかに掲げられています。実習

先にいくと、一人ぼっちで、何となく気持ちも沈んでしまうこともあ

と違う場所でがんばっているんだ」「自分も

仲間のことを思い出してがんばろう」そんな

び出して、さまざま

をしてくれていることでしょう。

校内実習を続けている人たちもいます。と

もに働く仲間との絆を深めながら、社会に巣

立っていく準備をすすめていきましょう。

が行われています

『実習激励会』（23

んラーメン」は大好評でしたね。先生方からは「去

スムーズに店を切り盛りできました」との話を聞き、

んばりをうれしく思いました。チケットとおにぎりをしっかり声を出して全部売った生

く調理を続けてくれた生徒さん、お客さんの応対に

失敗もなくラーメンを出し続けた生徒さん、縁の下の力持ちとして

あいさつをするということが身についています。

実習先で、気持ちのよいあいさつをしてください。そして、分教室の生徒は、本当に

みんなを驚かせてください。困ったことを相談できることも大切です

３年生は、この実習で、卒業後の働く先が決まっていくことを願っています。３年生

、１・２年生のみなさんもがんばりましょう。 

。特に、３年生にとっては、卒業後の生活を見

据えての大切な実習です。先生方も、毎日、実習先を回って大忙しです。

上のスローガンは、総合コース３年生のろうかに掲げられています。実習

先にいくと、一人ぼっちで、何となく気持ちも沈んでしまうこともあ

と違う場所でがんばっているんだ」「自分も

仲間のことを思い出してがんばろう」そんな

び出して、さまざま

をしてくれていることでしょう。 

人たちもいます。と

絆を深めながら、社会に巣

立っていく準備をすすめていきましょう。

が行われています

（23 日（金））

んラーメン」は大好評でしたね。先生方からは「去

スムーズに店を切り盛りできました」との話を聞き、みなさんのが

んばりをうれしく思いました。チケットとおにぎりをしっかり声を出して全部売った生

く調理を続けてくれた生徒さん、お客さんの応対に

縁の下の力持ちとして

身についています。

実習先で、気持ちのよいあいさつをしてください。そして、分教室の生徒は、本当に

みんなを驚かせてください。困ったことを相談できることも大切です

３年生は、この実習で、卒業後の働く先が決まっていくことを願っています。３年生

。特に、３年生にとっては、卒業後の生活を見

据えての大切な実習です。先生方も、毎日、実習先を回って大忙しです。 

上のスローガンは、総合コース３年生のろうかに掲げられています。実習

先にいくと、一人ぼっちで、何となく気持ちも沈んでしまうこともあるかと

と違う場所でがんばっているんだ」「自分も

仲間のことを思い出してがんばろう」そんな

び出して、さまざまな学習

 

人たちもいます。と

絆を深めながら、社会に巣

立っていく準備をすすめていきましょう。 

が行われています 
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みなさんのが

んばりをうれしく思いました。チケットとおにぎりをしっかり声を出して全部売った生

く調理を続けてくれた生徒さん、お客さんの応対に

縁の下の力持ちとして裏方

身についています。 

実習先で、気持ちのよいあいさつをしてください。そして、分教室の生徒は、本当に

みんなを驚かせてください。困ったことを相談できることも大切です。 

３年生は、この実習で、卒業後の働く先が決まっていくことを願っています。３年生

。特に、３年生にとっては、卒業後の生活を見

上のスローガンは、総合コース３年生のろうかに掲げられています。実習

るかと

と違う場所でがんばっているんだ」「自分も

仲間のことを思い出してがんばろう」そんな

な学習

人たちもいます。と

絆を深めながら、社会に巣

 

 


