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朝晩の気温の冷え込みと木々の色づきに秋の深まりを感じる季節となりました。２学期も後半に入

りましたが、生徒にとって大きな成長をもたらす学期です。今後も引き続き保護者の皆様のご理解ご

支援をいただきながら、学習面も生活指導面も力を入れて生徒を育てていきたいと思いますので、ご

家庭におきましても、ぜひ子供との語らいの時間を大切にしていだきますようご協力をお願いします。 

◇３学年進路指導実施状況  
進路指導も佳境を迎え、受験シーズンが本

格化しています。10月以降、推薦入試に関わ

る動きが活発になり、生徒は個別の作文・面

接指導を受けながら受験対策に取り組んで

います。大変な時ですが、何事も本気で取り

組めば、将来の力となって自分に返ってくる

もの。３年生の皆さんは、最後まで気を引き

締めて全力でやり通しましょう。 

(1) 進学向け補習 

1/17・18の大学入試センター試験をはじめ、

大学、短大、看護医療系等の各種専門学校の

入試も数カ月後に迫り、受験希望者は朝・放課後の補習に参加し、目標達成に向け意欲的に取り組んでいま

す。受験勉強は苦しいですが、学習経験としては財産となり、将来何か別の事を学ぶときなど必ず役に立ち

ます。たとえ現時点で模試結果が思わしくなくても、安易にあきらめず、「入れる学校」ではなく「行きた

い学校」を目指して頑張りましょう。 

（２）分野別勉強会スタート---コミュニケーション力を強化 

 今年度新たな取り組みとして、個別指導に加えて、県短、看護医療系、保育・

福祉・教育系の３分野において分野別勉強会が行われています。目標が同じ仲間

同士が集まって、各自の志望理由書を互いに読み合ったり、面接官や受験者など

を役割分担し、本番を想定した面接練習に真剣に取り組んでいます。担当の阿部

先生の話では、仲間の存在は心強く、良い刺激でもあり励ましになっているとの

こと。様々なテーマについての討論は、志望分野における必要な知識について理解が深まるだけでなく、自

分自身の意見をはっきり述べることへの自信につながると思われます。 

（３）就職試験対策 

９月の就職試験を経て無事内定した生徒もおりますが、未内定者が就職支援員の先生や進路指導室の先生

方の指導の下で引き続き就職活動をしており、企業訪問や面接練習を重ねながら就職試験に向けて奮闘して

います。 

～最近の出来事から～ 

◇１年生県内学校見学会 
10/23(木)、１学年学校見学会が実施されました。分野別のコースに分かれ、信

州大学経済学部、諏訪東京理科大学、長野大学、佐久大学、長野県短期大学、長

野医療技術専門学校、上田情報ビジネス専門学校、エプソン情報科学専門学校な

どを訪問し、教育内容や取得可能資格、学生や先生方の様子等について実際に自

分で聞いて確かめるといった機会を持ちました。将来に向けてどのような志を持

つべきか考える良いきっかけとなることを期待します。 

◇３年生薬物乱用防止講演会 
10/21(火)、薬物乱用防止講演会が行われ、須坂警察署生活安全課金井氏より身

近な社会の中で拡散しつつある危険薬物から身を守ることの重要性についての

話をお聞きしました。病気の治療など本来の目的以外に薬を使用することを薬物

乱用と言い、１回でも使用すれば乱用となり、たった１回でも依存症になってし

まう危険性が伴うとのことです。さらに、最近事故の原因となることが多い危険

ドラックは、成分不明で急性中毒で死に至る大変危険なものであるという認識が

必要ということです。 

科目 曜日 時間 対象者 

国語(若林先生) 月 7:55～8:45 希望者 

化学(神津先生) 月 16:00～16:50 〃 

数学(大竹先生) 火 16:00～18:00 〃 

英語文法(廣瀬先生) 木 7:55～8:45 〃 

英語読解(髙城先生) 木 16:00～16:50 〃 

数学看護医療(佐藤先生) 金 7:55～8:45 〃 

物理(臼井先生) 金 16:00～16:50 〃 

保護者版 



★生徒の活躍より 

祝 県高校新人体育大会出場! 
(10/25現在) 
① 陸上部 

【男子】100m  羽尾 第６位 

    400m  中嶋 第６位 

    400mH  中嶋 第３位 

    棒高跳 藤澤 第３位 

   400mリレー（澤・黒崎・羽尾・中嶋） 

第２位 

1600mリレー（中嶋・藤澤・羽尾・澤） 

第４位 

【女子】400mH  大井 第２位 

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 小林 

② ソフトテニス 

男子団体 第８位 

個人 畑中・山本 ベスト１６    

③ 弓道部 

【男子】個人 小坂千秋８射７中  

団体（小坂・小山洸・小山達） 

【女子】個人 酒井りあん ８射６中 

団体（酒井・和田・寺島） 

④ソフトボール部 第７位 

祝 県総合文化祭出場! 
①ダンス部   

②美術部---会場のステージバック制作 

・会 長 玉野井悠 君 （２年）  ・副会長 滝澤里緒奈 さん（２年）白谷勇樹 君（１年） 

・議 長 浅野百香 さん （２年） ・副議長 市川奈津実 さん（２年）岩畑マリナ さん（１年） 

◇全校マラソン大会報告---２年４組が２連覇達成! 
 10/3(金)に実施され

た恒例のマラソン大

会では、好天に恵まれ、

さわやかな秋晴れの

下、男子約 13km 女子

約 9kmのコースを走りました。心配された熱中症

の発生もなく、上位

入賞者を中心に、多

くの生徒が日頃の

体育授業や部活で

の練習の成果をい

かんなく発揮しま

した。 

◇生徒会新体制へ 
9/25(木)に生徒会役員選挙が行われ、新役員が決定しました。新執行部の活躍を期待します。 

◇２年生沖縄修学旅行だより 
10/20(月)～23(木)２学年修学旅行が行われました。台風の影響もなく、全日

程において好天に恵まれ、無事に修学旅行を終えることが出来ました。充実し

た平和学習に加え、伊江島での民泊を通して現地の人々と触れ合い、暮らしや

文化を直接体験することで、大きな感

動を得ることができました。 

◇３年家庭科選択授業で幼稚園

見学 
10/27(月)１時間目、３年選択「発達と保育」の授

業の一環として、東高前の「泉園幼稚園見学」を

実施しました。短い時間でしたが、実際に園児た

ちと一緒に遊び、楽しく触れ合うことで、幼児に

対する理解を深めることが出来ました。 

◇常盤中学校との英語科授業交流---文教

地区の利点を生かして  

10/3(金)、初の試みとして英語科中村智

章先生と冨里理恵先生が、常盤中学 3年生

４クラスで出前授業を行いました。高校の

授業体験を通して中学生に東高をより身

近に感じてもらうことがねらいですが、授

業担当者によれば、「中学生の取組状況が

とてもよかった」「実際に中学生の学習状況を肌で感じることが

でき、今後の指導に生かせる」とのことです。中高の学習面での

ギャップが大きいと感じる生徒も多く、生徒の実態を踏まえなが

ら効果的な中高接続の指導を行うことが課題です。 

◇職員研修会報告 
非違行為防止研修会(8/20)---須坂警察署交通課長筒井氏より、

飲酒運転やスピード違反等の交通法規違反防止の重要性に加え、

交通事故防止のために運転中注意すべき死角等について具体的

に講義していただき、安全運転に対してより一層の意識の向上を

図ることができました。 

＜お知らせ＞11/8(土)は公開授業日です。１～４時間目まで公開しておりますので、是非ご覧ください。 

 

 

 

男 子 女 子 

順位 クラス 氏 名 順位 クラス 氏 名 

1 3-4 橋本 拓実 1 2-4 宮尾 亜美 

2 2-1 飯塚 康平 2 2-1 永井 結菜 

3 2-6 中嶋 多聞 3 2-6 大澤 由依 

4 2-2 勝山 哲 4 2-2 中島 桃子 

5 1-5 金子 真一朗 5 2-3 田牧 奈々 

6 2-3 吉田 蓮 6 2-4 山本 優利奈 

7 2-1 中森 誠太 7 2-3 中野 眞穂 

8 2-6 水澤 駿 8 3-3 山口 希実 

9 2-4 町田 康介 9 1-3 清水 歩美 

10 2-1 神林 岳琉 10 2-6 米山 真未 

クラス対抗総合順位 

１位 ２年４組 

２位 ２年６組 

３位 １年１組 

【お問い合わせ】 須坂東高等学校   須坂市大字日滝４－４ 

         （電話）０２６－２４５－０３３１ （FAX）０２６－２５１－２３５１ 

         （E-mail）szkhhs@nagano-c.ed.jp  

mailto:szkhhs@nagano-c.ed.jp

