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卒業〜新たなステージへのはじまり〜
3 月 1 日（金）に挙行された第 56 回卒業証書授与式は、保護者の皆様と多くの
ご来賓の方々の見守る中、厳粛に執り行われました。本校は生徒一人ひとりを大切に
する学校として、これまでの努力を讃え、晴れ舞台で卒業証書を卒業生の一人ひとりに
手渡し、卒業を心からお祝いいたします。
校長 山口 祐正
3 年前の希望と不安が入り混じった入学式から 3 年間 1000 日の
ドラマの主人公として高校生活を過ごしてきた卒業生の皆さん。前向きに取り組んだ授業、
自分たちで作り上げた中央祭、合唱コンクール、体育大会、部活動、講演会の光景などが目に浮かびま
す。特に、野球大会での全校生徒の応援パフォーマンスは素晴らしく、皆さんの心にも刻まれていると
思います。皆さんの真摯な取り組みとその成果は、さらに後輩たちへ本校の伝統・校風に輝きと深みを
与えて引き継がれていきます。
私の式辞は、建学の精神である「信― 信頼される人となること」「望― 希望や夢、目標を持つこ
と」「愛― 奉仕と愛と感謝の心を忘れずに今後の人生を切り開いてほしい」、そして今の自分がある
のは、その背後に多くの人たちの力添えと愛情があったことを理解し、常に感謝の気持ちを持ち続けて
ほしいとの思いを込めて話しております。
さあ新たなステージの始まりです。卒業に別れはつきものですが、別れることは新しい出会いがあ
り、自分の誕生につながります。皆さんのこれからの活躍に期待し、皆さんの未来に幸多きことを心か
ら願っています。

各大会・活動結果をお知らせします。
○女子バレーボール部
・苫小牧バレーボールまつり：準優勝
予選リーグ
対総合経済 2-0
対苫小牧西 2-0
決勝トーナメント
準決勝
対苫小牧東 2-0
決勝
対北海道栄 0-2
・私学大会 北海道予選
予選リーグ
対札幌光星 2−0
対旭川実業 0−2
決勝トーナメント
1 回戦
対旭川大学高校 0−2
・新人大会：準優勝
準決勝
対総合経済 2-0
決勝
対北海道栄 0-2

3 年間、家族よりも長い時間を共
に過ごした仲間をいつまでも大
切にしてください。進む路は違
えども、全員がそれぞれの場所で頑張ることになります。辛い時、
挫けそうな時、中央高校での 3 年間を思い出して前に進んでくだ
さい。皆さんの活躍を期待しています。

スポーツコース
担 当 若杉

３年 A 組
新

＜３年間を振り返って＞〜生徒の声〜
⭐︎３年間があっという間だと、とても感じました。
⭐︎一緒に過ごした仲間達ありがとう。
⭐︎とんでもなく濃い３年間で忘れられないです。
⭐︎部活も学校生活も充実してました。
⭐︎たくさんの経験が出来た３年間でした。
⭐︎楽しかった事も、辛かった事も、全部大切な思い出です。

卒業後は、高校生活とは違う生活
となります。新しい環境に飛び込
むときが、自分を変えるチャンス
の時です。自分に足りない事、改善すべき事があるのであれば意
識的に行動して定着させてください。これからの更なる成長に期
待しています。卒業おめでとう！

総合コース ３年 B 組
担 任 齊藤 綾

＜３年間を振り返って＞〜生徒の声〜
⭐︎とても思い出深い３年間だった。一生忘れません！
⭐︎たくさんの思い出を作ることが出来たと思います！
⭐︎資格随分とったなぁ
⭐︎１８年間生きてきて一番濃い３年間でした。
⭐︎３年間充実して楽しかった！

（
卒業生

進路状況

【順不同・敬称略】

札幌大学 星槎道都大学 北翔大学 千歳リハビリテーション大学

各部・局活動報告
１２月下旬から２月下旬までに行われてきた

＜卒業おめでとうございます！＞

平成３１年 3 月１５日（金）発行

北海道科学大学 北海道情報大学 北海道文教大学 苫小牧看護（専）
○男子バスケットボール部
・冬季大会 苫小牧地区予選
予選リーグ 対苫西・白東
72-40
対浦河
65-84
対静農・えりも 154-16
○女子バスケットボール部
・新人大会 全道大会
１回戦 対函館遺愛女子 68-98
・冬季大会 苫小牧地区予選
（予選リーグは新人大会 2 位通過の為なし）
決勝リーグ 対苫小牧東 63-86
対総合経済 67-65
対苫小牧南 60-53
対北海道栄 66-92
決勝リーグ 3 位

進学・就職率
100％

北海道農業協同組合学校 北海道メディカル・スポーツ(専)
札幌青葉鍼灸柔整(専) 札幌医学技術福祉歯科(専) 北海道ハイテクノロジー(専)
吉田学園医療歯科(専) 日本工学院北海道(専) 日本美容(専) 札幌ビューティアート(専)
札幌ホテル・ウェディングカレッジ 札幌アニメ・声優(専) 札幌こども(専) 白老町役場
自衛隊(一般曹候補） トヨタ自動車北海道 (株) いすゞエンジン自動車北海道
日鉄住金物流君津(株) (株)ホテルニュー王子 (株)ダイナックス (株)三共水道設備
(株)セノン千歳支店 (株)デンソー北海道 (株)マザーズ ノーザンファーム 野口観光(株)
ヤマト運輸(株) (株)久慈重機 (株)豊和 (株)瀧澤電気工事 (株)進興工業 東洋冷蔵(株)
丹野工業(株) (株)ファイブフォックス (株)プライムネス (株)碧雲堂ホテル＆リゾート
苫小牧スチールセンター(株) 日本ニューホランド(株) (株)ウサミ産業 ホクサン(株)
丸三機械建設(株) 萌福祉サービスフルールハピネスとまこまい

各行事の様子

少人数教育で可能性を拓く！

3 月 5 日（火）

〜7 日（木）

防災教育講演会

選挙啓発出前講座
12 月 20 日（木）
苫小牧市選挙管理委員会事務局の方にお越し頂
き、選挙啓発出前講座が開かれました。世界各国と
日本の選挙権取得年齢や投票率の比較、法律の違
い、投票から開票までの様々な仕組み等説明して
頂き、その後生徒たちが実際に模擬投票を行い、グ
ループ討論も行われ有意義な講座となりました。

12 月 20 日（木）
昨年夏、胆振東部を震源に起きた大規模な地震とそれ
に伴う停電、通称ブラックアウトは記憶から覚めない
中、最近でも群発的に発生する地震の恐怖は過去のもの
とは出来ません。今や地震に対する防災知識は必要不可
欠であり、本校でも防災教育講演会を開き、生徒だけで
なく教員も含めて対策を学んでいます。今回は東北工業
大学の船木尚己教授にレクチャーして頂きました。

ここ数年の高卒求人は全国的に高い内定率を示しており、本年度も本校では、就職希望者全員の内定をほぼ 2018
年内に決定することが出来ました。しかし、全国的に見ると就職定着率が低く「仕事が長続きしない」状況が問
題視されています。この件に関しては様々な要因が挙げられておりますが、やはり職種や業務内容への理解が乏
しく「理想と現実の相違」が大きいことが原因であると言われております。
本校は昨年度より、次年度進路活動を始める 2 学年を対象とし、業種の理解や社会人になる為の心構え、マナ
ー等を学ぶ機会として「インターンシップ」（職業体験）を、学年全員を対象に実施しております。本年度は 36
社の企業の方々の御協力により、55 名の生徒が様々な企業での体験を行ってまいりました。生徒の中には進学を
希望する生徒も居りますが、進学の際の学科選びは将来の職種を定めておかなければ決めることは出来ません。
この研修を通し、自分にとってどんな仕事が向いているか、向いていないか。また生徒達の中にある「漠然とし
た希望」をしっかりとした「形あるもの」に変えることのできる良き機会であったと考えております。

花田

涼真
坂元

租税教室

＜３年生セミナー＞

年金セミナー

労働条件セミナー

苫小牧年金事務所の藤原綾乃
さんにお越し頂き、年金の仕組
みや納付に関する制度などに
ついて学びました。

1 月 16 日（水）
室蘭税務署の牟田悦子さんと税理士の
小見山貴之さんにお越し頂き、税の詳
しい種類や国の財政などについて学び
ました。未来の財政案を考えるグルー
プワークも行い、生活する上で必ず関
わってくる税について考える良い機会
となりました。

1 月 23 日（水）
大学生・高校生を対象とした今回の労働条件セ
ミナーに本校では東京リーガルマインド（厚生
労働省委託事業）主催により社会保険労務士の
根岸暢子さんにお越し頂き、社会で活躍する為
に働くルールや仕組みを学びました。

米谷

1 月 29 日（火）

和瑠

熊澤

鈴木

椋太

佑都

酒井
樋口

デート DV 防止
出前授業
3 月 5 日（火）

NPO 法人 ウィメンズ結
の方々に、１年生に向け
た「デート DV」防止のた
め の 授 業 を 行な っ て い
ただきました。代表生徒
に よ る ロ ー ルプ レ イ を
通 し て 相 手 を思 い や る
こ と の 大 切 さを 学 び 合
いました。

１年生 を対 象に 苫小
牧市南 地域 包括 支援
センタ ーの 方々 を講
師に迎え、認知症の正
しい知 識が もて るよ
う、パワーポイントや
クイズ で楽 しみ なが
ら教え てい ただ きま
した。この講座を受講
した生徒は「認知症サ
ポーター」として、今
後地域 のお 年寄 りを
見守っ てい く一 役を
担って いく 事に なり
ます。

愁

麗華
加藤

3 月 7 日（木）

隼人

尉世
茶山

米沢

認知症サポーター養成講座

涼太
神田

室田

＜１年生セミナー＞

弥夢

生徒会執行部任命式

純人

流偉

2 月 7 日（木）

新しい生徒会執行部として生徒会長 2B 後藤里菜
さんをはじめとする 2 年生 6 名、1 年生 6 名が生
徒会執行部員として認証されました。

新生徒会長挨拶
生徒会長に任命された後藤里菜
です。私は生徒会の仕事に憧れ、
より良い学校にしたいと思い、生徒会長と
なりました。この学校は１つ１つの行事を
真剣に取り組み、一生懸命頑張っている生
徒の姿があります。その良い面を増やし、
より多くの人に中央高校のことを知って
もらえるように、生徒会メンバーと協力し
て頑張っていきたいと思います。

