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○

少人数教育で可能性を拓く！

部局見学会：4 月 16 日（金）

今年度も総合コースの１年生を対象に、
部局の見学が行われました。各部局が新入
生に興味を持ってもらえるような紹介や
体験の企画をしていました。

東京２０２０教育プログラム
「オリンピック・パラリンピック」教育実施校
2017 年 10 月 30 日認証

第６１回⼊学式

新たな出会いで充実した高校生活を
○生徒総会・委員任命（放送）
：5 月 20 日（木）
今年度も昨年度に続きコロナウイルスの影響もあ
り、３密を避けるため放送での生徒総会が行われま
した。生徒会執行部からの放送に全校生徒がしっか
り耳を傾け、より良い学校づくりに向けた総会とな
りました。その後、各コースの H R で各種委員に任
命書が渡されました。

4 ⽉ 8 ⽇(⽊)に⾏われた⼊学式で、60 名の新⼊⽣を迎えました。

○壮行会：5 月 6 日（木）
各部の決意表明の後、生徒会よりエー
ルをこめて全校生徒からの寄せ書きの入
った横断幕が贈呈されました。
1 年 A 組 髙橋 蓮
（京極町立京極中出身）

○

“S”クラブ入会式：6 月 10 日（木）

今年度も「国際ソロプチミスト苫小牧は
まなす」からご支援を受け、生徒会執行部
を筆頭に様々な部活動の生徒も加え、新入
部局員 16 名が、奉仕の精神を誓い、新た
に“S”クラブに入会しました。

『コロナ時代にどう学ぶか』
新年度がスタートし、学校生活の再構築を図るために、コロナウイルス感染
拡大防止に努めながら、行事を実施できるよう職員全体で協力して取り組ん
でいるところです。 生徒は様々な体験を通して、他者との信頼関係を築いて
いきます。又、困難に挑戦し、共に物事を進めたりする喜びや充実感を体得す

校長 山口 祐正

ることによって、社会性や豊かな人間性を高めていきます。コロナ禍に見舞われ
た生徒たちが失った体験をどのように保障するべきかを考えていきたいと思います。
感染事例の多くは家庭内での感染で、無症状の場合が半数近くを占めているようです。学校での
感染拡大を防ぐには、外からウイルスを持ち込まない（感染源を絶つ）ことが非常に重要です。学
校では、感染予防対策に取り組んでいるところですが、ご家庭におかれましても、ご家族の健康観
察を徹底していただき、本人並びに同居ご家族に発熱等かぜ症状がある場合には、お子様を登校さ
せずに学校と連絡を取って頂くようお願いします。
学びを保障するために「新しい生活様式」を取り入れ、これまでの学校生活を取り戻すべく実践
してまいります。闘いはまだまだ続くと思われます。
学校と家庭とで協力し、知恵を出し合って難しい局面を乗り越えたいと思います。保護者の皆様
のより一層のご理解とご協力、そしてご支援をよろしくお願いします。

1年B組

尾野

友哉

（苫小牧市立ウトナイ中出身）
私が中央高校のスポーツ特進コースに入学し、授業
が始まってから約 2 ヶ月が経ちました。特進コースで
は、授業の進行度も早く、教科数も他に比べて多く、
内容も少し難しく、時々分からない所も出てきました。
分からないところは、クラスの友達と話し合ったり、
協力して勉強しています。授業以外では、クラスを超
えての交流もあり、毎日楽しく過ごしています。先輩
方もとても優しく接してくれています。
部活動も最初はとても不安でしたが、優しく接して
くれる先輩方のおかげですぐに馴染むことが出来まし
た。部活動の雰囲気もとても良く、毎日楽しく活動し
ています。また、礼儀においても先輩方を見習い、日々
学んでいます。
これからもっと大変なことがあると思いますが、み
んなで協力して頑張ろうと思います。

1年C組

平尾

千春

（苫小牧市立光洋中出身）
私が中央高校の総合特進コースに入学し、授業が始ま
ってから約２ヶ月が経ちました。
特進コースでは、中学校の時と比べて各教科について
専門的に学んでいます。授業の内容が難しい時もあり
ますが、分からない部分は先生に聞きに行っています。
また、他学年の先輩方と教室や授業が一緒になるこ
ともあり、学年を超えての交流も多くあります。先輩
方は優しく、気さくに声をかけてくれたり、分からな
いことを教えてくれます。これは中学校では経験でき
なかったことなのでとても新鮮です。
これからも、
色々なことがあると思いますが、同級生、
先輩方と協力しながら充実した学校生活を送りたいと
思います。

各部・局活動報告

新型コロナ感染予防対策

○サッカー部
・第５５回苫小牧地区春季大会：準優勝
○硬式野球部
１回戦
対苫小牧工業 2-0
第６０回記念春季北海道高等学校野球大会
準決勝
対苫小牧南
1-0
室蘭支部予選：準優勝
決勝
対苫小牧東
1-2
２回戦 対苫小牧南
5-0
・第７４回高体連室蘭支部予選：第４位
準決勝 対室蘭栄
7-1
１回戦
対室蘭清水丘 2-0
決勝
対駒大苫小牧 6-7
２回戦
対室蘭栄
3-0
準決勝
対駒大苫小牧 0-1
○女子バレーボール部
３位決定戦
対苫小牧東
0-0
・高等学校春季バレーボール選手権大会
（延長
0-0）PK
15-16
室蘭支部予選会：準優勝
○バスケットボール部
準決勝 対北海道栄 2-0
・苫小牧地区春季大会
決勝 対苫小牧南 1-2
＜男子＞
・高体連室蘭支部予選会：第３位
１回戦 対苫小牧高専 78-66
＜予選リーグ＞
２回戦 対駒大苫小牧 44-142
対登別青嶺
2-0
＜女子＞
対室蘭清水丘 2-0
２回戦 対苫小牧東
59-74
＜決勝リーグ＞
対室蘭栄
2-1
今年度新たに１名の先生をお迎えしました。
対大谷室蘭
0-2
対苫小牧南
1-2
○ボランティア局
5 月 12 日（水）
・19 日（水）
6 月 10 日（木）
今年度もボランティア局員（有志も
参加）により校内の花壇づくりが行わ
れました。

PTA 事務局よりお知らせ

新任教員挨拶

して様々な取り組みをしています。昨年度より、生
徒玄関にはサーモカメラを設置し、毎日生徒が登
校時に必ず体温を測り、学校でその管理を徹底し
ています。また、各教室の前にも１台ずつ自動アル
コール消毒器を設置しています。ご家庭で健康観
察チェックシートの確認もお願いしています。
今後ともコロナウイルス感染予防対策の徹底に
努めていきたいと思います。

鈴木 華奈 先生
（理科、２年 C 組担当）

今年度から苫小牧中央高等学校に着任しました鈴木と申しま
す。出身は愛知県ですが、大学進学を機に北海道での生活をス
タートさせ、今年で 10 年目になりました。前任はとわの森や壮
瞥、静内などの農業高校に勤めており、縁あって苫小牧中央高
校に勤務することができとても嬉しく思っています。着任当初
は、初めての普通科高校ということもあり、不安も沢山ありま
したが、部活動や校内活動を一生懸命頑張っている生徒達の姿
を見て、こんな事で不安になっている場合ではない！と、とて
も勇気づけられました。担当教科は理科です。生活の身近にあ
る理科の知識を再発掘できるようまた、楽しいもっと知りたい
と思える授業を目指し頑張ります。

令和２年度

財務の概要

資金収支計算書（令和２年度（令和２年 4 月 1 日〜令和３年 3 月 31 日）

5 ⽉ 7 ⽇（⾦）に令和 3 年度の
「PTA・体育⽂化後援会合同定
期総会」が開催されました。ご多
忙の中、出席して頂きました保護
者並びに役員の⽅々に⼼から感
謝申し上げます。
今後とも本校教育充実のため、
なお⼀層のご⽀援ご協⼒をよろ
しくお願いいたします。

本校では、新型コロナウイルス感染予防対策と

2022 年度入学生（現中学 3 年生）対象
に体験入学会が行われます。
今年度も３回の実施となっております。
沢山の参加お待ちしております。

※ご案内のチラシを各中学校へ配布いたします。

進路指導部よりお知らせ
学校評価アンケート結果掲載
お知らせ

7 月 1 日(木)より、就職の為の求人票公開が
始まります。本校では２・３年生に「進路のし
おり」を配布しております。この資料には、大

令和２年度の学校評価アンケート結
果を学校ホームページにて掲載して
おります。生徒・保護者・教職員の自
己評価に対して、学校評議員・地域の
方々（学校関係者）にも客観的な評価
をお願いしております。この学校評価
を今後の学校運営に反映させ、本校の
更なる発展の為に教職員一同全力で
取り組んでまいりますので、今後共ご
支援ご協力をよろしくお願い申し上
げます。
http://haragakuen.ac.jp

学受験に関することや過去に先輩が受験した企
業の試験内容など様々な情報が盛り込まれてお
ります。保護者の皆様におかれましても、是非お子様と共にこ
の冊子を御覧頂ければと思います。1 年生には来春配布する予
定です。お子様の進路について、ご家庭でも話し合う機会を持
って頂くようよろしくお願い致します。
昨年度に続きコロナ禍の渦中ではありますが、例年通り本
校生徒全員の内定・合格達成を目指し邁進してまいります。

< 3 年⽣の進路指導に関する今後の予定 >
6 月 24 日 3 学年進路出陣式（生徒への激励会 ※オンライン実施予定）
7 月 1 日～ 進路指導室開放（高卒求人票公開・専門学校総合型選抜対策）
8 月上旬～ 企業見学受付実施【就職】
9 月上旬～ 履歴書作成指導・面接指導・作文・小論文指導【就職】
10 月上旬～ 願書作成指導・面接指導・作文・小論文指導【進学】

※日本学生支援機構(奨学金)の案内を行っています。

