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＜卒業おめでとうございます！＞
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『インスタ映え』2017 年の流行語大賞の言葉です。被
写体が見映えするとの意味ですが、被写体を自分の人生
に置き換えた時、見映えしているとしたらそれはあなた
を取り巻く良い環境とあなたを支えてくれる人がいるか
らです。感謝の心を持って人生を送って下さい。
卒業おめでとう！

新たな価値創造を担う若者へ
本日、第５５回卒業証書授与式が執り行われ、卒業生４８名が母校を
巣立って参ります。卒業の日を迎えた皆さん一人ひとりの心には三か年の諸
活動のひとつひとつが、感動、感激としてよみがえってくることと思います。
また、保護者の皆様には本校の教育方針、教育活動に深いご理解を頂き、ご
校長 山口 祐正
協力、ご支援を賜りましたことに厚くお礼申し上げます。
卒業式は自分の将来への夢や希望に胸ふくらませ、自覚と決意を新たに、今後力強く、たくましく生き続
けるための大切なスタートの日であります。今日という日を出発点として、今後の人生を前向きに積極的に
生きていきましょう。
卒業する皆さんの進路を見ると、進学、就職と様々ですが、共通していることがあります。それは、すべ
ての人が四月から新しい場所で、新たな人間関係の中で、新しい事への取り組みが始まるということです。
これからの長い生涯には、難しいこと、辛いこと、苦しいことなどが少なくないと思われますが、常に周囲
にあるすべてのものから教えを受け学んでいくという謙虚な姿勢で誠実に生きていくならば、必ず道は開け
ると信じております。本校の建学の精神「信・望・愛」の意味 信頼される人、希望・夢や目標を持つこと、
愛と感謝の心を忘れずに今後の人生を切り開いてください。
一・二年生の皆さんも卒業後の進路を明確に持ち、学習、部活動で頑張っていただきたい。「こんな仕事
をしてみたい。」「こんな事をしてみたい。」「こんな人間になってみたい。」と夢を持ってください。人
間は夢があるから生きる力が発揮できます。夢は人間が生きる目標なのです。自分の人生ですので、自分を
大事にして、自分の夢を育てて欲しいと思います。
１年間を顧みますと対面式、壮行会、全校応援、学校祭、球技大会、見学旅行、各種講演会、・さらには
オリパラ認証校・ソロプチミスト認証と例年になく多くの行事が実施されました。３月中旬には２学年全員
の職業体験学習も計画されております。机上の学習では体得できない体験と働く場の現実等を直接肌で感じ
るとともに、体験したことや成し遂げたこと、学んだことが将来の自分の人生とを関連づけて考える良い機
会となることを望んでおります。
人口減少社会に突入し、２００４年１億２７８４万人のピークを迎えた日本の人口は急激に減少を続け２
０５０年に約９７００万人 ２１００年には５０００万人を下回ると推計されています。今の１８歳が５５
歳前後で社会の中心的で重要な役割を担う頃には現在より３割も人口が少ない社会になるのです。ネガティ
ブな予想も飛び交い始めておりますが、この危機的な状況を救ってくれるものとして、大きく期待されてい
るものが IT と AI ロボットのさらなる総合的導入による社会変革です。
まさに君たちは新しい価値観の創造が求められる時代を生きることになります。生徒諸君の強い自覚を心
から期待するとともに、自己の可能性を信じて前向きに有意義な高校生活を送ることを切望いたします。

各部・局活動報告
◯男子バスケットボール部
・新人大会 苫小牧地区予選：３位
・冬季大会：３位

◯女子バレーボール部
・私学大会 北海道予選会
・新人大会苫小牧予選会 ２位

◯女子バスケットボール部
・新人大会 苫小牧地区予選：４位
・冬季大会 ：２位

○吹奏楽部

◯ボランティア局
・とまこまいスケートまつり参加

・大成児童館お楽しみ会

出演

・豊川コミュニティーセンタークリスマスコンサート
・あやめ町内会新年会

出演

出演

３年 B 組

スポーツコース３学年
担当 横井美可

〒053-0811

担任

横井大輔

卒業おめでとうございます。
卒業後の皆さんの道のりは山坂もあれば泥道もあります。厳し
い道を通り抜けた後に、また一歩大きな人間に成長することに
なります。人生にはいつも勉強する場面があります。その一つ
ひとつを大切に、人生を歩んでください。

〜３年間をふりかえって〜＜生徒の声＞
☆人生の中で一番苦しく一番成長できた三年間でした。
☆部活動も学校もとても充実した三年間だった。
☆三年間とても充実した日々を送れました。楽しかったです。 ☆文字通り、文武両道の三年間になりました。
☆良き友に出会えた。青春最高でした。
☆中央に来て自分のやりたいことを本気で出来ました。
☆最高の仲間、友ができました三年間お疲れ様でした！！
☆中央に来て良かった。最高の仲間に出会えた。

釧路公立大学 (経済)
北海学園大学 (経済)

卒業生

進路状況

就職・進学率

１００％

（順不同・敬称略）

千歳リハビリテーション大学
(理学療法士・作業療法士)
北翔大学(生涯スポーツ)
東海大学(国際文化)
札幌大学(リベラルアーツ・法学・
日本語日本文化)

トヨタ自動車北海道株式会社
王子製紙株式会社苫小牧工場

北海道科学大学(未来デザイン)

カルビー株式会社北海道工場

株式会社川秀苫小牧工場

日鐵住金物流君津株式会社

株式会社瀧澤電気工事

自衛隊

株式会社ウサミ産業

旭川大学(経済)

株式会社デンソー北海道

大昭和紙工産業株式会社北吉原工場

北海道いすゞ自動車株式会社

フルハーフ北海道株式会社

北海道メディカル・スポーツ専門学校
(スポーツトレーナー)

いすゞエンジン製造北海道株式会社

中田工業株式会社

株式会社登別温泉観光ホテル滝乃家

小嶋工業

ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社

国策機工株式会社

株式会社興信建設

柴田管工

昌運工業株式会社北海道支社

しずない農業協同組合
大谷産業株式会社

北海道文教大学(国際言語)

日本工学院北海道専門学校
(自動車整備科)
札幌スポーツ＆メディカル専門学校
(スポーツトレーナー)
札幌ベルエポック美容専門学校
札幌ベルエポック製菓調理専門学校
北海道理容美容専門学校(美容科)

各行事の様子

少人数教育で可能性を拓く！

オリンピック・パラリンピック教育

12 月中旬から 2 月下旬までに行われた行事をお知らせします。

ネットトラブル防止講話

＜生徒の声＞

12 月 18 日（月）

全校生徒を対象に NTT ドコモのスマホ・
ケータイ安全事務局の方から、SNS で自
分や他人の個人情報を安易に公開する
危険性などについて学び、スマートフ
ォンを安全に使用し、トラブルを防止
するための使い方について詳しく教え
ていただきました。

ラインなどで相手の

「

こ とを もっ と考 えて
使えるようにしたい」
「 使い 方を 考え るい
いきっかけになった」

宗教講話

12 月 21 日（木）

2017 年最後の宗教講話が行われま
した。今回はクリスマスが近かった
ことからクリスマスがどうやって
できたのか、降誕祭とは何かなどを
田代牧師からお話をしていただき
ました。

オリパラ教育講演会
（パラアイスホッケー元日本代表：永瀬

充さん）
１月 18 日（木）

全校生徒を対象に、1998 年の長野パラリンピックから 4
回連続でパラリンピックに出場し、2010 年のバンクーバ
ーパラリンピックで銀メダルを獲得した永瀬さんから障
がい者スポーツの理解を深めるための講演をしていただ
きました。
＜生徒の声＞

「失われたものを数えるな。残さ
れたものを最大限に生かせ」とい
う言葉は障がいを持った人だけで
なく、そうでない人にも当てはま

初めて触るメダルの重み
を感じる生徒たち。未来に
向けて貴重な体験！

ると感じた。

新生徒会執行部認証式
２月８日（木）

新しい生徒会執行部として生徒会
長 2B 馬場将太君をはじめとする 2
年生 4 人、1 年生 7 人が生徒会執
行部員として認証されました。

２学年

＜生徒の声＞
「今まで献血の役割を知らな
かったが、一人一人の協力が、
がんなどの治療に重要だと知
った。献血してみようと思
う。
」

インターンシップ事前研修会

２月 13 日（火）

３月に行われる２学年全員で取り組むインターンシップ
に向けたビジネスマナー講座や、参加する企業の発表・イン
ターンシップについての心構え等の研修会を行いました。

＜今後の予定＞
３月５日（月）挨拶出発直前研修
７日（水）
・８日（木）実施当日
９日（金）礼状作成

献血セミナー

1 月 25 日（木）

全校生徒を対象に、日本赤十字社
北海道赤十字血液センターの方が
来校し、献血の現状や輸血で助か
る病気などについて学びました。

内閣府で応募している「スポーツに関わるあ
らゆる分野で参画を推進し、様々なスポーツ
に男性も女性も親しみ、チャレンジし、活躍で
きるようになるためのキャッチフレーズ」に、
本校生徒全員が挑戦し、生徒一人一人が高校
生らいしい爽やかなキャッチフレーズを考え
応募しました。
（1 月）

平成 31 年 1 月 30 日から釧路・札幌で行わ
れる「第 74 回国民体育大会冬季大会」の
ポスター図案に 2B の平山美優さん、藤倉
鈴花さんが合作で応募しました。
大会テーマが「イランカラプテくしろさっ
ぽろ国体」であることから、白老町ポロト
コタンを訪ね、アイヌの人々の精神や文化
を学びながら作品に取り組んだとのこと
です。（2 月）

家庭科

国語科

数学科

３年生特進ク
ラスの家庭科
では世界のパ
ン事情や異文
化を学び、国
際感覚を養う
ことを目的に、
国によって異
なるパン文化
や生活ぶりを
実際に試食しながら、味や特徴
を学び、新生活へ向けての話を
交えた授業が行われました。
（1 月）

３年生特進ク
ラスの現代文
では、「世界の
言葉で繋がろ
う」をテーマ
に、世界各国
の特徴や言語
について調べ
たことを発表
し、異文化への関心を深めました。
2 人１組で「外交」と銘打ち、自分
が担当する国の著名な人物や建造
物、国旗の意味などについて紹介し
合いました。
（12 月〜1 月）

3 年 A 組・B 組の数学の
授業ではオリンピック競
技である陸上男子 100m
および男子マラソンの世
界 記 録 か ら 速 度
（m/s,km/s）を算出し、自
動車の速度計で使われる
速度（km/h）に変換する
ことで、トップアスリー
トのスピードを確認する
授業が行われました。
（1 月）

