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先生の声の大きさ・速さ 

進度・難易度 
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立春とは名ばかりの寒い毎日、いかがお過ごしでしょうか。１年間ご愛読いただきました「日滝の杜たより」

も今年度はこの第４号が最終号です。今回は活動の様子をもう一度まとめてお伝えします。 

◆平成２６年度はこんな年でした 
４月に２４０名の新入生を迎え、１９クラス、７１２名の生徒でスタートした須坂東高校。日々の学習に

加え、生徒会活動、クラブ活動を活発に行いました。その様子を振り返ってみましょう。 

生徒会活動 ４月には生徒会入会式。７月には生徒会最大の行事である文化祭が行われ、２０００人を超す

皆さんに来校していただきました。１０月には２年生を中心とした新執行部も決まり、様々な活動を行っ

てきました。駅前さわやかクリーン作戦、町並みクリーン・アンド・ウォーク作戦、小布施見にマラソン

給水ボランティア、エコキャップ活動、信州岩波講座～高校生編～、クリスマス＝レクチャー・イン・須

坂など執行部を中心に、様々な校外ボランティア活動にも参加しました。 

クラブ活動 クラブ加入率も非常に高く(全体７割、１年生８割)、多くの生徒が大会等で活躍しました。運

動部では全国大会、文化部では北信越大会にまで、東高の代表として、また長野県の代表として力を発揮しま

した。   陸 上 部： 池田 彪我くん（３年） １００ｍ インターハイ出場 

囲 碁 部： 宮下 力成くん（２年） Ｃ級４位 北信越大会出場 

進路の状況 (１月２３日現在) 3 年生進路速報をお伝えします。今年度は長野県短期大学５名をはじめ、

私立大６３名、私立短大２６名、専門学校１０５名と多くの生徒が志望校に合格しています。就職では求人が

増えたものの、人気の企業に志望が集中して志願倍率が変わらず、厳しい就職試験となりましたが１６名が無

事内定しました。まだ現在、１２月からの｢センター対策特編授業｣を受講した国公立大志願者が、初志貫徹を

めざし、個別指導を受けながら２月末の２次試験に向けて受験勉強真っ最中です。あきらめず挑戦する皆のラ

ストスパートを力強く後押ししていきたいと思います。 

◆「第 2回授業アンケート」結果 
12 月末に「全校生徒対象授業アンケート」が行われ、すべての質問項目において概ね良好な結果となりま

した。一方、生徒自身の授業に対する積極性については「普通」～「十分」と回答する割合が高く自己評価は

高めですが、進路実現に必要な学力の充実という観点から見ると学習への取り組みがまだまだ不十分な生徒も

見られます。今後は１，２年次の早期から具体的な到達目標を持つような意識づけと達成につながる手段や方

法を伝えることで指導の工夫・改善を図り、学力向上に向けた一層の支援を推し進めて参ります。 

○私立大学 愛知学院大(薬)/亜細亜大(経営・経済)/ 神奈川大(工・経済,他) /岐阜経済大(経済) /工学院大(先

進工)/ 國學院大(経済)/ 城西大(経済・理)/ 諏訪東京理科大(工)/ 清泉女学院大(人間)/ 大東文化大(文) /玉川

大(経済・芸術)/ 千葉工業大(工) /中京大(法)/ 帝京科学大(生命環境)/帝京平成大（地域医療）/東京電機大(工)/

長野大（社会福祉）/ 長野保健医療大(保健)/ 日本大(工) /日本福祉大(経済・社会福祉)/文教大(情報)/ 松本大

(総合経営)/ 山梨学院大(法)/ 立正大(社会福祉)、他 

○公立短大 長野県短（多文化コミュニケーション・生活科学）○私立短大 上田女子短大(幼児教育)/ 清泉女

学院短大(幼児教育・国際コミュニケーション)/松本短大(看護)、他 

○専門学校 佐久総合病院看護専門/ 信州医療福祉専門/ 長野看護専門/ 上田情報ビジネス専門/ エプソン情報

科学専門/ 長野平青学園 /日本外国語専門/ 日本工学院専門、他 

○就職 ユートピアわかほ/ アスザックフーズ(株)/ 新光電気工業(株)/ 長野運送(株)/ 七味温泉ホテル(株)/ 

(株)みすずコーポレーション/ (株)イーシークリエイト(株)/ 綿半ホームエイド、他 

東高では本年度より無記名での授業アン

ケートを年 2 回実施しております。アンケート

結果を授業の振り返りの材料として活用し、

授業改善のために役立てています。また、教

科・学年毎に集計し、学習状況の把握や年

間指導計画の見直しの材料としています。生

徒側と教員側の双方向の視点で授業を分析

し、その後のより良い授業のためにフィード

バックするという PDCA サイクル(循環)を継

続実施し、生徒と共に成長していく学校づくり

を実践しています。 



良い 
2% 

おおむ

ね良い 
15% 

普通 
65% 

やや不

十分 
15% 

不十分 
3% 

 
0% 

① 生徒の関心を高めわかりやすい授業を

行っていますか 
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② 多様な進路希望に対応し、きめ細かい

進路指導が行われており、情報が適切に

与えられていますか 
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③. 全体として校長先生を中心とした 

学校の教育活動をどう思いますか 
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④. 担任は一人ひとりの生徒を大切にし

て、クラスが落ち着いて安心できる場所に

なるよう努力していますか 

★生徒の活躍より（１２月以降） 

＜運動系クラブ＞ 北信大会結果 

祝 県高校新人体育大会出場! 

① 女子バレーボール部 第４位 

＜文化系クラブ＞ 

①美術部 長野県高校美術展 6名出品 

②合唱部・ウィンドアンサンブル部・

ギターマンドリン部 市内４高校定期

演奏会参加(12/6) 

③ウィンドアンサンブル部 

 県アンサンブルコンテスト(12/19) 

フルート３重奏 銀賞／クラリネット

７重奏 銀賞／サクソフォン３重奏 

銀賞／金管８重奏 銀賞 

◆「学校評価アンケート」結果報告・・・担任評価で高評価 

10月下旬〜11月上旬に実施された「保護者対象学校評価アンケート」についてご報告いたします。 

設問①「授業」に関す

る問いでは、「普通～良

い」が 82％という結果と

なりましたが、引き続き

基礎学力の定着を図る

ため、各教科において授

業改善を重ねていきた

いと考えます。 

設問②「進路指導の状

況」については、おおむ

ね良好ですが、「やや不

十分」以下が 25%という

ことで、入学後の早い段

階から生徒への個の指

導の充実を図るととも

に、保護者の声に耳を傾

けニーズを捉えた情報

提供を心がけたいと思

います。 

設問③「学校の教育活

動評価」では、全体集計で 91%が「普通～良い」という良好な結果でしたが、学力向上や部活動の充実に対す

る実感が一層高まるよう教育活動の改善に取り組みたいと思います。 

設問④「担任評価」では全体集計にて「普通～良い」が 88%と高評価となりました。今後も生徒一人ひとり

との対話を大切にしながら、「良き理解者、良き相談相手」となるよう努めると共に、保護者との連携を密に

し、信頼関係を構築できるような取り組みを進めて参りたいと思います。 
◆文化の発信は高校生の手から…信州岩波講座高校

生編  今年度の「第 14回信州岩波講座～高校生編～」は、11/6（木）

メセナホールを会場に、『夢をカタチにする力』と題し別所哲也氏の講

演が行われました。開催に向け市内４校で実行委員会を組織し、生徒会

役員が実行委員となり講師への依頼等企画に関わって準備を進めてき

ました。当日は本校役員も会場準備、受付、お礼の挨拶等を務めました。 
◆クリスマスレクチャーin須坂  

12/20(土)メセナホールにおいて、科学(サイ

エンス、テクノロジー、イノベーション)をキ

ーワードに著名な講師による市民・高校生対象

のレクチャー(講義)が行われる催しで、須坂東

高校（生徒会長玉野井君、副会長白谷君、書記

岡本さん）が司会を務めました。またウェル

カムコンサートで本校ウィンドアンサンブル部が演奏を披露しました。 
◆生徒会が常盤中学校との合同清掃で落ち葉掃きを実施 

11/4(火)～11/14(金)毎年恒例の常盤中学生との早朝合同清掃で、両校間の道路

や歩道上の落葉掃きを行い、生徒会執行部と文化祭の正副係長が参加しました。住

宅地の中に立地する学校なので、住民の方からもご支援をいただいていることをふ

まえて、具体的な社会貢献として率先して活動に取り組んでいます。 

◆税に関する高校生作文コンテスト入選 
3-3大石薫君が「税に関する高校生作文コンテスト」で「長

野税務署管内租税教育推進協議会長賞」を受賞しました。作文には学習で培った知識と

現実社会との関連性の中で「増税」についての考えが述べられており、「社会を見る眼」

が養われていることが伺われました。 

 

 

 

【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

