発行日 平成３１年１月３０日
北海道静内高等学校 学校便り

渺々万里

第８０号

北海道静内高等学校
〒056-0023
日高郡新ひだか町
静内ときわ町 1-1-1
TEL 0146-42-1075

１日目よりも緊張感と気合に満ちた様子で試験に挑んでいました。

学校開放講座

全日程終了後は生徒たちも緊張感から解放され、笑顔で談笑する
姿も見られましたが、１か月後には国公立の２次試験や私立大学
の入試も始まるため、さっそく気持ちを切り替えている様子も見

１２月２２日（土）学校開放講座を行いました。今年度はクリ

られました。

スマスの時期にあわせて「ブッシュ・ド・ノエル」という木の切

今後は自己採点の結果を踏まえ、各大学に出願することとなり

り株の形をしたケーキ作りを午前、午後の２回にわけて行いまし

ます。それまでの期間は学校での２次対策講習や個別指導も行わ

た。

れる予定です。３年次生の進路決定も終盤を迎えていますが、最

幼いお子様にもた

後の一人が決定するまで学校全体で応援していきます。

くさん参加いただき、
料理部生徒のサポート

合格体験談を聞こう

のもと生地やホイップ
を泡立てたり、焼きあ
がった生地を巻いたり、

１月２４日（木）
、２５日（金）の２日間、３年次生から後輩た

アラザンや粉砂糖などを使ってデコレーションしたりと楽しみな

ちに進路のアドバイスを行うという目的で
「合格体験談を聞こう」

がら見事なブッシュ・ド・ノエルを完成させていました。

が行われました。

作ったケーキはそれぞれ箱に入れてお持ち帰りいただき、一足

初日は「就職編」で公務員、民間の試験に合格した４名の３年

はやいクリスマスケーキとして召し上がっていただけたかと思い

次生の話を聞きました。
「企業を決めたのはいつか」という問いに

ます。手作りケーキならではの味をご家族の方と楽しんでいただ

は３年次生の５～７月という答えが多い中、
「公務員は１年次生か

けたのではないでしょうか。

ら目指していた」という答えがあり、早めの準備が合格につなが

料理部の生徒たちは、自分たちが作るのではなく作ることをサ

ったという印象を受けました。
「普段意識していたことは何か」で

ポートするという経験はあまりなかったので、部活動としても学

は、
「評定平均を上げること」
「検定取得」
「部活と勉強の両立」が

ぶことの多い講座となりました。今後の活動に活かし、さらに幅

上がっていました。評定平均が４．８、検定取得１４個の生徒は

広い活動をしていきたいと

一流企業に就職を決めることができ、それも普段の積み重ねであ

考えています。

り頷ける結果だと言えます。
「面接について」では早めの準備が大

師走のお忙しい中にも関

切であることや、ジョ部室の過去問を見て企業の傾向をつかむこ

わらず３７名とたくさんの

と、面接の回数は各自のやり方があるので一日に複数やる人もい

方々にご参加いただきまし

れば、一日一件に絞って集中して取り組む人もいるということで

たことを、この場をお借り

した。また、合格の決め手に面接を上げる生徒が多く「自信を持

してお礼申し上げます。

って面接に臨めば結果は良い方に出る」というアドバイスもあり
ました。

大学入試センター試験

２日目は「推薦入試編」で、大学、看護学校に推薦で合格した
３年次生の体験談が語られました。
「試験の内容」は面接、小論文
が一般的で「面接練習は１か月前くらいから始め、最初は自分と

１月１９日（土）
、２０日（日）の２日間に渡って、今年度の大

向き合う所からスタートした」という生徒がいました。自己分析

学入試センター試験が行われました。それに先立ち冬季休業中は

が大切ということが後輩に伝わったと思います。また「先生にダ

熱のこもった冬期講習が行われました。講習では５教科１６科目

メ出しをされて落ち込んだが、褒められたことを励みにして頑張

１９講座において重要事項の確認や問題演習が行われました。試

った」という生徒もいました。小論文は「国語科の先生に添削を

験直前ということもあり、どの生徒の表情も真剣そのもので、試

お願いし、毎日３本書いた」という血のにじむような努力をした

験に懸ける思いがあふれる講習となりました。

生徒も見られました。後輩へは「本を読むことが大切」
「語彙力を

センター試験当日は天気も良く、前日から苫小牧入りしていた

付けるとよい」
「計画は

生徒もあわせ 43 名全員が無事に会場に到着することができまし

大切」
「部活や習い事は

た。試験会場では教員手作りの応援の旗が掲げられ、生徒は緊張

面接に生きる」等のア

しつつも落ち着いた様子で試験に臨みました。
１日目は地歴公民、

ドバイスがありました。

国語、英語が行われ、終了後には新傾向の出題形式に戸惑った生

この「合格体験談」

徒もいましたが、２日目に向けて気持ちを切り替えて準備をして

を活かして、来年・再

いました。

来年の進路活動につな

２日目も天候に恵まれ、理科、数学が行われました。２日目は

げて欲しいと思います。

ハンドボール部全道出場
２年３組 原口 陽輔
私たちハンドボール部は１２月１日（土）
・２日（日）に行われ
た新人戦室蘭支部大会で準優勝を果たし、１月１５日（火）～１
７日（木）に北海きたえーるで行われた第５８回北海道高等学校
ハンドボール新人戦に出場しました。
全道大会では札幌西高校戦で初戦突破を目指すために、ディフ
ェンスのシステムを変更し、攻撃の戦術も増やし、練習に励んで
きました。練習では３年次の先輩や卒業生なども練習に来ていた
だき、恵まれた環境で練習ができました。
全道大会では課題のディフェンスで相手の攻撃を効果的に防
ぐ場面もありましたが、相手の早い攻めに失点を重ねてしまい、

ということでした。また、若い人はおしゃれを気にするがおしゃ
れと身だしなみは違うのだということも言われました。おしゃれ
とは外見のみに気を使っているのであり、身だしなみとは人に不
快感を与えない気配りが大切だということでした。これには生徒
も納得している様子でした。スーツ・シャツ・ネクタイは２柄１
無地が基本で、１つのうちのどれか一つを無地にするとよいとい
うことや、会社訪問の際のコートの脱ぎ方にも作法があるという
ことを教えていただきました。
女子会場では、生徒が実際にスーツを着用し、和やかな雰囲気
の中セミナーが行われました。
スーツでスカートとパンツを
選べるのは女子の特権であり、
男子よりも多彩な着こなしが
できるということでした。ま
た、名刺のもらい方、名刺入
れの使い方なども教わり、実
践的な講義となり有意義な時
間となりました。

初戦敗退という結果になりました。
全道大会を通じて新たな課題や変更したディフェンス・システ

２・３月行事予定

ムの手応えなどの成果もありましたので、次の春季大会や高体連
室蘭支部大会に向けて、チームが一致団結して練習に励んでいき

２月の行事予定

ます。

★☆ 部活動大会結果＆商業・情報表検定合格者 ☆★

１日

金

３年次家庭学習期間（～２７日まで）

＜ 部活動大会結果 ＞
ハンドボール部
□第５８回北海道高等学校ハンドボール新人戦室蘭支部予選
準優勝 北海道静内高等学校
□第５８回北海道高等学校ハンドボール新人戦出場
女子バレーボール部
□第１４回北海道高等学校バレーボール新人大会日高地区予選
優勝 北海道静内高等学校
書道部
□第７１回北海道学生書道展
北海道書道連盟賞 四家井
奏
推薦 藤 川 琳 香
推薦 髙 藤 詩 織
推薦 中 山 菜 摘
＜ 検 定 結 果 ＞
□日本情報処理検定協会主催文書デザイン検定

２日

土

実務教育第３回公務員模試(２年次)

３日

日

第４回漢字検定
全商商業経済検定

７日

木

１年次科目選択確定

８日

金

第４回ニュース検定

９日

土

ベネッセセンター試験早期対策(２年次)

１２日

火

高校入試（推薦面接）

１５日

金

後期期末考査（１・２年次 ～１９日まで）
成績説明会（３年次）

１６日

土

土曜授業

１７日

日

全経簿記能力検定

２１日

木

第４回いじめアンケート

２３日

土

全経電卓計算能力検定

２４日

日

日検検定

２８日

木

卒業式予行 同窓会入会式

１級 ３－１ 奥野柊哉
□日本情報処理検定協会主催ホームページ作成検定
１級 ３－１ 奥野柊哉
□日本情報処理検定協会主催プレゼンテーション作成検定１級
３－１ 奥野柊哉

３－３ 諸橋麻菜佳

着こなしセミナー
１月２４日（木）３年次生を対象とした「着こなしセミナー」
が行われました。これは卒業を間近に控えた３年次生が大学の入
学式ではどのようなスーツを着たらよいか、入社式ではどのよう
な格好がふさわしいかを教えていただくセミナーです。
今年も
「洋
服の青山静内店」より店長の大矢さんと阿部さんに講師として来
ていただきお話を聞きました。
男子会場では、まず第一印象に磨きをかけることが大切だとい
うお話からスタートしました。第一印象は６～１２秒で決まり、
視覚情報が５５％を占めるので、ＴＰＯに合わせた服装が大切だ

３月の行事予定
１日

金

第７１回卒業証書授与式

２日

土

数学検定

４日

月

５日

火

９日

土

センター試験対策演習（２年次）

１２日

火

第３回進路オリエンテーション（２年次）
成績説明会（１，２年次）

１４日

木

合格体験談を聞こう（一般入試編）

１９日

火

学校生活自己評価アンケート

２２日

金

後期終業式 離任式

午前授業
高校入試（検査場公開日）
学校休業日
高校入試（～７日まで）

