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北海道静内高等学校 学校便り

渺々万里
北海道胆振東部地震で思うこと
北海道静内高等学校長 加澤 雅裕
９月６日の胆振東部を震源とする地震で被災された皆様に、心より
お見舞い申し上げます。
本校生徒・保護者の皆様におかれましても、家屋の損傷、余震の心
配や停電・断水等により避難所での生活を余儀なくされ、不自由な生
活を強いられた方もおられます。前期期末考査期間中に臨時休校が続
くという状況から明けた、10 日の登校時には生徒玄関や教室で久々
の仲間との再会にほっとした様子が見え、逆にそれまでの期間の不安
と不自由な生活が想像できる光景がありました。
この間、本校としては、停電や携帯電話の不通等により通信手段が
乏しい中で、関係機関と連絡をとり情報収集を行うとともに、地震後
の施設設備の点検、登校再開後の大きな余震に備えた危機管理体制再
確認を行いました。そのような中、学校から各家庭への連絡方法が限
られ、ご不便をおかけしたところもあります。今後の改善に向けての
課題ととらえ検討していく所存です。ともあれ、本校の生徒が無事登
校再開を果たし、前期期末考査を終了することができたこと、また、
生徒達や本校に温かくご支援いただきました保護者及び関係者の皆
様に感謝いたします。
私の個人的な話となりますが、４月に本校に着任する前は、このた
びの地震の震源となった厚真町の厚真高校におりました。地震発生後
の停電中も、厚真で被害が大きいとの情報は得ていましたが、停電か
ら復旧後にテレビの電源を入れ、厚真町の被害状況を自分の目で見て、
とてもショックを受けました。現在、厚真に住んでおらず、特に大き
な被害にも遭っていない私が言うべきことではないのですが、厚真町
は主として農業を基盤とする町で、風景の変化により四季の移り変わ
りがはっきりわかる自然豊かでのどかな田園地帯が続いています。今
頃は、収穫間近の稲穂の黄金色が広がり、山々の緑色と調和する時期
です。被災した他の市町村も同様ですが、人口５千人足らずの小さな
町でこのような甚大な被害が起こったことが今でも信じられない気
持ちです。
各地で大きな災害が起こるたびに言われることですが、被災した
人々のために一人一人が何ができるかを考え、また、災害が起きたと
きにどのように自分の身を守るか、また被害を最小限にするかという
防災意識を持つことの重要性を感じました。
一刻も早く被災地域の復興が進み、地震以前に近い形での日常の生
活に戻ってくれることを願っています。
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履修科目登録
情報ガイダンス部長 鴻上 泰宏
9 月 25 日（火）
，１年次生に本登録シートを配布しました。履修
科目登録とは，１年次生が２・３年次で学習する科目を決める，単
位制の本校最大のイベントです。入学時からさまざまなガイダンス
を通して１年次生には「自分の進路希望に合わせて科目選択をする
こと」を伝えてきました。この時期に進路希望を考えるというのは
早すぎると思われるかもしれませんが，静高では卒業後の将来のこ
とを早く考えて準備を始めることで希望が実現すると考えていま
す。本登録シートは 11 月９日（金）が提出締め切り日になってい
ます。それまでに三者面談を行い，保護者の方にも確認をいただき
履修科目を決定します。特に特進クラスに入ることを希望する場合，
大学や看護学校への進学を希望する場合には，履修科目登録におい
てルールがあります。また，本校では一度決定した履修科目につい
ては，安易な変更を認めていません。生徒にはガイダンスを通して
安易な科目選択をしないよう伝えてきました。三者面談を前にご家
庭で進路について，そして履修科目について話し合う機会を設けて
いただくことをお願いします。

進路指導部より
進路指導部長
稲垣 浩
３年次生の就職活動がスタートしました。28 名の就職希望者が 9
月 16 日以降に随時実施される就職試験に向けて、書類の提出をしま
した。それぞれの第一希望突破に向けて、今まで学んだことの確認と、
繰り返し実施した面接練習の成果を持って挑戦します。よい結果がで
ることを期待しているところです。
また、２年次生は 9 月 20 日（木）
・21 日（金）の２日間、インタ
ーンシップを実施しました。管内 57 の事業所の方々に協力いただき、
このような機会を与えてくださったことに感謝を申し上げます。この
体験活動を通じて、今後の将来について考え、納得した進路選びをし
てほしいと考えています。
さらに、１年次生も希望者が期末考査後から放課後講習に参加して
います。進路選択を遠い将来のことと思わず、計画的に実力を養成す
るよう指導していきます

学校説明会 中学３年生２４１名
総務部長 大森 裕介
8 月 28 日（火）に「学校説明会」を開催しました。今年度も「出身
中学校別生徒のＰＲスピーチ」や各ブースでの「出身中学校別先輩と
の交流会」を実施しました。さらに保護者・教員説明会では本校の保
護者にも特進クラスや代行バス通学、勉強と部活の両立などを保護者
としてどう支えてきたか熱く語っていただきました。参加中学生のア
ンケートからも、熱心でわかりやすい説明、特進クラスの概要や進路
実績、生徒の興味・関心を引く模擬体験授業、部活動見学などを通じ
ての本校生徒の優しい対応など、静内高校の強みを参加した中学生に
伝えることができました。

＜インターンシップの様子＞

★☆ 部活動大会結果 ☆★

保健室利用状況について

＜全国大会結果＞
陸 上 部 全国高等学校総合体育大会 陸上競技（三重県）
２－１ 中村 梨乃 女子やり投げ ３５ｍ９４ 予選敗退

来室の訴えの約７割は内科症状で、頭痛の訴えが最も多くなってお
ります。次いで風邪症状となっております。保健室では、高校卒業後
のことを考え、3 年間で体調の自己管理・罹患予防ができるようにな
って欲しいと思っております。来室時には、必要に応じて個別に健康
に関する話もしております。
なお、学校では、投薬は行っておりませんので、体調や体質に合っ
た薬が必要な生徒は携帯をするようお願いいたします。また、友人間
での貸し借りは、アレルギー症状発生の危険性も考えられますので、
絶対に行わないようご家庭でも指導お願いいたします。
外科的症状については、打撲や挫傷が最も多く、次いですり傷とな
っております。応急処置はいたしますが、翌日以降の対応はいたしか
ねますので、ご了承ください。また、その他の内容は、目のかゆみや
痛み、湿疹、鼻出血などになっております。
けがで受診した場合は、日本スポーツ振興センターの対象となる可
能性がございます。登校～下校間および部活動、休日の検定等で医療
点 500 点以上（3 割保険負担で 1500 円以上）が対象となります。公的
制度を受けているご家庭も同様に対象となりますので、ご活用くださ
い。何かご不明な点がございましたら、養護教諭までご連絡ください。
地震発生後、学校でも生徒の様子を観察しておりますが、被害に遭
われたご家庭で気になることや心配なことがございましたら、担任や
養護教諭までご連絡ください。
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授業紹介シリーズⅠ＜理科＞
高校の理科は、
「物理・物理基礎」
、
「化学・化学基礎」
、
「生物・生
物基礎」
、
「地学・地学基礎」
、
「科学と人間生活」という科目で構成
されています。現在、静内高校の理科は四分野をそれぞれ専門とす
る教員がおり（全分野いるのは珍しいです）
、非常に充実していま
す。理科離れと言われて久しいですが、日々の授業で理科を楽しく
かつアカデミックに学べるよう努力しております。

★☆ 商業・情報検定合格者 ☆★

書 道 部 第 42 回全国高等学校総合文化祭書道部門
特別賞

３－５ 坪 朝陽

＜部活動大会結果＞
吹奏楽部

吹奏楽コンクール胆振地区大会

卓球部

平成 30 年度 全日高卓球選手権大会（ジュニア・一般）

金賞

ジュニア男子シングルス 準優勝 佐々木凜
第３位 若泉洸飛

書道部

一般男子シングルス

準優勝 森山雄斗

一般女子シングルス

第３位 畑山怜央

男子ダブルス

第３位 森山・内山組

女子ダブルス

第３位 畑山・大場組

混合ダブルス

第３位 森山・畑山組

平成 30 年度 高文連苫小牧支部書道展・研究大会
優秀賞

佐々木里奈 坪朝陽 篠原留菜 平野井瑠花
齊藤昴 漆原采花 藤川琳香 林佳奈 菅原柚希
石井桃花 木村名那 平下実香 藤本蓮
四家井奏 中山菜摘 髙藤詩織 湊真帆

美術部

平成 30 年度 高文連苫小牧支部美術展・研究大会
優秀賞

野垣侑花 北郷奏音 永野結愛 中川美佑

奨励賞

水口小姫 田嶋日向子 吉田侑生 山田小都生
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１０月の行事予定
開校記念日
３年次 10 時間学習会
学期間休業日 ３年次 10 時間学習会
後期始業式 服装・頭髪検査 生徒会役員認証式
球技大会（予備日①）
球技大会（予備日②）５分短縮授業 通知表発送
第２回ベネッセ・駿台記述模試（３年次生）
実務教育第１回公務員模試（２年次生）
第２回英検一次
基礎力診断ﾃｽﾄ・ｽﾀﾃﾞｨｰｻﾎﾟｰﾄ（１，２年次）
科目選択に関する三者面談（１年次）
（～１１/８）
一斉委員会
避難訓練
日検検定
漢字検定
土曜授業 学校見学会
全経電卓計算検定
第３回全統マーク模試（３年次）
見学旅行 結団式
第３回全統記述模試（３年次）
第３回全統高１模試（１年次）
見学旅行（～１１/１（木）まで）
進路別体験学習（１年次）
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