
 

愛知県立足助高等学校 

第１号（１学期総集号） 

足助高等学校    

離任式    ４月３日 

 磯谷 和明 校長先生 

 青山   光 先生 

 加藤 信郎 先生  

 高味 寿子 先生 

 岡野真李子 先生  

 佐々木幸男 先生 

 矢嶋 正幸 先生  

 が転退任されました。 

けることで身に付いていく教養です。教養

は長い人生を生きていく上で、自分を支え

る基盤となり、人生を豊かに楽しくしてく

れます。生きておればつらいこと、苦しい

ことはあります。しかし、人生とは一言で

言えば楽しいものです。生徒諸君も、自ら

の人生をより豊かに楽しくするためにも、

努力し続けていただきたい。愛知県出身

で、現在アメリカのメジャーリーグに在籍

しているイチロー選手が、インタビューで

語ったことを紹介します。日米で活躍し、

数々の記録を樹立したイチロー選手に、イ

ンタビュアーが「イチロー選手ぐらいにな

ると野球を辞めたいと思ったことはないの

ではないか」と問いかけたところ、イチ

ロー選手は「何度でもある。苦しいことも

いっぱいある。でも辞めてしまったらもう

戻れない。辞めることはいつでもできる。

だから、辞めたいと思っても、今は我慢し

よう、次に辞めたいと思ったときに辞めよ

う、と繰り返し、ここまで来た」と答えま

した。これは数年前のインタビューです

が、私の心に深く刻まれているフレーズで

す。 

生徒諸君は、まだ人生を歩み始めたばか

りといっても過言ではありません。まだま

だ人生どうにでもなります。ぜひ、この足

助高校で自身の持ち味をさらに伸ばし、努

力し、人生を豊かにしてください。そし

て、一人ひとりが成長することにより、こ

の足助高校が、より明るく元気な学校とな

るように望みます。 

        （校長 黒 川 修 一） 

新任式    ４月８日 

黒川 修一 校長先生 

浅尾 直宏 先生 

加藤 央美 先生 

坂元 啓太 先生 

辻  常考 先生 

下司登美子 先生 

岡村ゆかり 先生 

が新しく赴任されました。       

発行日 平成２７年７月１６日 

入学式    ４月６日 

新入生代表宣誓  

前期生徒会役員認証式 

       ４月３日 

 会 長 加納浩輝さん    

 副会長 山辺和人さん 

 書 記 佐藤星香さん    

 会 計 河合紗穂さん   

離任式 転退任者に花束の贈呈 

部活動紹介  ４月７日 

１年生の部活動登録は８

２名（８５％）。全校２

９１名中２１０名が部活

動に参加しています。 

４月６日の入学式で初々しい新入生を本

校第６７回生として迎え、今年度のスタート

を切りました。 

 今日で１学期も終了しますが、生徒諸君そ

れぞれどんな１学期でしたか。総じて、それ

ぞれがよく頑張った１学期だったと感じてい

ます。 

さて、少し目を学校の外にも向けます

と、学校を取り巻く社会状況等は大きく変化

しつつあります。学校の最も身近なところで

は、地元地域における若年人口の減少が挙げ

られます。視野を日本そして世界に広げる

と、環境・エネルギー問題、高齢化問題、貧

困問題等さまざまな課題が挙げられます。ま

た、今年は戦後７０年という節目の年であ

り、この夏は改めて戦争の悲惨さと多くの犠

牲があったことを振り返り、平和の尊さをか

みしめることが増えることでしょう。しか

し、そんな時代に生きる私たちであるからこ

そ、夢を持ち、一歩一歩歩むことにより、明

るい明日を、未来を創造せねばなりません。

今一度、生徒諸君が自らを振り返り、自らに

問いかけ、自らの将来を考えていただきた

い。一人ひとりが、今持っている力にもう少

しの力を上乗せして、全体としてより大きな

力を結束し、小さくても大きな学校として、

この足助の地から何かを発信していただきた

いのです。 

いつの日か皆さんも社会へと巣立つ日が

やって来ます。社会に出て試されるのは、経

歴等ではなく、その人が持つ人としての魅力

です。その魅力の基となるものは、好奇心を

持ち、多くの人とふれあい、多様な学びを続      

新入生歓迎球技大会 

      ５月２６日 

足高生に望むこと 



先輩の手厚い歓迎を受けた１年生 
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成績一覧 

〔男子〕 

 ソフトボール 

  優 勝 教員 

  ２ 位 ２Ａ 

 バレーボール 

  優 勝 ２A 

  ２ 位 ２C

〔女子〕 

 バレーボール 

  優 勝 ２A 

  ２ 位 ３Ｃ 

 卓球  

  優 勝 ３C② 

  ２ 位 ３C① 

制服の正しい着用について学びました。 

新しい制服に身を包み、凜として体育館へ入場する新入生 

初々しい新入生、希望を胸に抱き 
 第６７回生９５名を新しく足助高校生として迎えました。 

新入生歓迎球技大会  ５月２６日 

入学式 
    ４月６日 

体力テスト 
    ５月２８日 

マナー講座      

    ４月３０日 

情報モラル講話 
        ５月２１日 

互いに顔を合わせて会話をする大切さを

再確認しました。 
体力賞目指して頑張りました。 

各種目で活躍した４名の生徒に

は生徒会賞が贈られました。 

足助高等学校 ～小さくて大きな学校～ 



卓球部がダブルス・シングルスで県大会出場 

他の部も日頃の練習の成果を

出し、よく健闘しました。 

 ６月１日から自転車運転に関する法律が変わった（改

正道路交通法）ことも

あり、自転車の乗り方

やマナーについて説明

がありました。 

 女子卓球部は県総体西三予選を勝

ち抜き、シングルス１名、ダブルス

１組が県大会に出場しました。 
 

 愛知県高等学校 

総合体育大会  
４月末～５月末 

今回は、足助高校周辺の清掃活動を行い、多くの生徒が参加しました。年間８回実施予定です。 

小さなお客様来校 ６月２３日 

 第１回足助人活動 ５月２１日 

認知症サポーター研修 ７月６日 
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交通安全講話 ６月４日 １年総合学習 アンガーマネジメント 

           ６月４日、１１日、１８日 

（県大会ダブルスの様子）→ 

←（西三予選大会の様子） 

怒りなどの感情をコントロールする方法を学びま

した。 

足助もみじこども園から来校した小さな

お客様に元気をもらいました。 

感情カードを用いて、

感情表現の練習をする

１年生 

実際に傘差し運転の危険

を体験する生徒 

希望者を募り、認知症サポーター研修を行いました。 

５４名が参加し、認知症の方との関わり方を学びました。 

足助高等学校                                         第１号（１学期総集号） 



 

 

 ７月１７日（金）が１学期終業式で、 

 ９月 １日（火）が２学期始業式です。 
  

４５日間の長い夏休みです。規則正しい生活を送り、実

りある夏休みにしてください。課題なども早めに終える

ことができるようご家庭でもご協力ください。 
  

   夏休み中の出校日は以下の２日間です。 
  

 ①７月３１日(金)   ②８月２１日(金) 
  

 なお、３年生の就職希望生徒は上記の出校日とは別

に、出校日を設けてあります。保護者の皆様と連絡を密

にし、就職対策を進めていきたいと思います。よろしく

お願いします。 

夏休みのお知らせ 

 今学期も本校の教育活動にご理解とご協

力いただき、ありがとうございました。 

〔２年生〕 企業・学校見学会  ６月１１日 

 進路に向けて、参考に

してください。希望がか

なうように頑張ろう。 

将来の進路 

にむけて 

≪ 平成２６年度の進路結果 ≫ 

  

 就職   民間企業  ４６名 

      公務員    ０名 

 進学   国公立４大  ３名 

      私立４大  ６９名 

      短期大学   ５名 

      専門学校  ２５名         

     （＊進学は合格者数） 

詳しい企業名・学校名は、綴じ

込みの「過去４年間の進路結果

一覧」をご覧ください。 

〔３年生〕 進路別懇談会 ６月１１日 

 専門学校体験授業 ６月４日、１８日、２５日 

足助高等学校 ～大きな夢を叶える学校～ 

福寿園 

 ７月２８日(火) ～７月３１日(金) に旭・足助・石

野その他地区・稲武の順に行われます。 

 ３年生は進路を決める大事な時期です。

就職・進学どちらの生徒も、大いに悩み真

剣に考えよう。 

ＰＴＡ地区別懇談会のお知らせ 

面接練習 個別の専門学校説明 

愛知教育大学 

学食で 

大学生 

気分 


