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いよいよ、最後の 1 年のスタート！
４月１０日（土）より、令和３年度が始まりました。３期生もいよいよ３年生となり、名実と
もに、本校を背負って立つ立場になりました。４月も終わり学校生活も軌道に乗ってきた
ところではないでしょうか。最高学年となって、焦りや不安を感じている生徒もいるかと
思いますが、一つ一つのことにしっかりと取り組み、真に力をつけていってもらいたいと
思います。
生徒たちには、「仲間」とともに、ぜひ目標を達成していってほしいと思っています。同時
に後輩たちに、その姿（背中）を通して、「良き伝統」をしっかりと繋げていくことも使命と
なります。そのためには、これまで高校生活で築き上げてきた力を思う存分発揮し、悔い
の無いよう何事にも一生懸命に取り組んでいくことが大切になってきます。そう出来るよ
う、職員も精一杯指導していきたいと考えています。本年度も保護者の皆様には、この学
年通信「獅子奮迅」を通して、学年の様子、情報を発信していきたいと考えております。お
読みいただくとともに、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

前期学級組織が決まりました
前期の学級組織が決まりました。一人ひとりが自分の役割と責任を果たす
ことで、学校生活を充実させていきます。
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着任式・前期始業式
４月１０日（土）、 いよいよ３年生の学校生活が始まる
不安と期待の中、生徒たちが元気に登校してきました。
生徒たちは登校後、第１体育館に入り、着任式と始業式
に参加しました。着任式では、今年度着任された８名の
職員の紹介がありました。始業式では、校長先生のあい
さつの後、各学年の先生方の紹介がありました。

入学式で 2・3 年生が校歌紹介
4 月 11 日（日）令和 3 年度第 5
回入学式が行われました。今年度
も新入生と保護者、職員の出席で
行われましたが、式に参加できな
かった 2・3 年生が「校歌紹介」で
会場に入り、堂々と校歌を披露し
ました。その後、生徒会会長三浦
祐也（３－３）君が「歓迎の言葉」
を述べました。

ようこそ！ 日体大附属へ

～対面式・新入生歓迎会～

４月１３日（火） 対面式・新入生歓迎会を第 1 体育館にて行いました。４月 11 日に晴れて本校に
入学した５期生との初めての対面ということもあり、「どんな新入生なのかな？」と先輩たちも「ワク
ワク」しながら、新入生の入場を待っていました。先輩たちの大きな拍手の出迎えの中、1 学年の担
任の先生の先導のもと、新入生が入場してきました。新入生一人一人の顔からは緊張しながらも、
「日体大附属で夢の実現を果たすぞ」といった決意を感じ取ることができました。生徒会会長からの
歓迎の言葉、続いて、学校紹介、教職員紹介、そして部活動紹介では、各部の部員が工夫を凝らし
て、部活動をアピールし、新入生に部活動への加入を熱く呼びかけました。
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３学年職員紹介
３－１担任 照井 数哉〈作業学習〉

3－１ 副担任 佐藤くみこ〈数学/家庭（職業自立）〉

いよいよ最高学年となりまし
た。４月に入ってからの生徒との
面談では、進路に対する意識と自
覚が高まっていることを感じま
した。今後も保護者様の協力をも
とに連携を図り、生徒たちの進路
決定に向けて頑張ります。

３－２担任 水谷峻太郎〈自立学習〉

数学と家庭（職業自立）を担当
します。どちらの教科でも卒業後
の生活で必要になる題材を設定
していきます。進路決定に向けて
頑張れるようにサポートしてい
きたいと思います。どうかよろし
くお願いいたします。

３－２ 副担任/学年主任 安田

北海道も桜の季節を迎えまし
た。３年生は自分の今後について
考えながら動き始めている印象
です。生徒の今後について、保護
者の皆様方と考えていけたらと
思います。一年間よろしくお願い
します。

３－３担任 佐々木正伸〈英語〉

昨年度はコロナ禍のため、大変
な 1 年でした。まだまだどのよう
な状況になるか分かりませんが、
卒業の日まで、生徒とともに走り
続けたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。

３－３ 副担任 佐藤 香澄〈美術〉

早いもので３期生も最高学年
となりました。生徒たちは２年間
で心身共に大きく成長している
と実感しております。1 年後には、
全員が清々しい姿で卒業できる
よう全力でサポートしていきま
す。

学年付

長澤 知博〈保健体育〉
本年度も 3 年生の学年付として
お世話になります。生徒たちの最
後の一年を有意義で最高に楽し
いものにするため、全力で頑張り
ます。よろしくお願いいたしま
す。

貢〈自立学習〉

美術の授業を担当します。３年
生の心身の健やかな成長と自己
実現を職員一丸となり、精一杯サ
ポートしていきます。１年間よろ
しくお願いします。

学年付

田辺 裕介〈作業学習〉
３月に２期生２０名を無事に
送り出し、４月からそれぞれの道
で歩み出したようで、少しだけホ
ッとしています。今年は進路活動
を中心に支援して参りますので、
よろしくお願いいたします。

学年付

小椋 翔也〈作業学習〉

以上９名の職員が「令和３年度第３学年担

前職は網走の介護施設に勤め
ていました。その経験を生かして
頑張りたいと思います。生徒との
関わりの中で、信頼関係を築いて
何でも話ができるようになりた
いと思っています。今後ともよろ
しくお願いいたします。

当職員」となります。３年生一人ひとりが、高
校生活のまとめ及び、次へのステップがしっ
かりと切れるように、３学年職員一丸となって
一所懸命頑張ってまいります。保護者の皆様
におかれましても、昨年同様、ご理解とご協
力のほど、よろしくお願いいたします。

見学旅行について
昨年度、修学旅行につきましては、新型コロナウイルス感染拡大のため、残念ながら中止となり
ました。
その後、修学旅行の代替行事として「見学旅行」を企画いたしました。期日は高体連支部大会終
了後の５月下旬とし、3 泊 4 日で道内の観光地を中心に見学旅行を実施する旨準備を進めてお
ります。まだまだ新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が見通せない状況であり、何かと
ご心配ご不安のこととは思いますが、感染症対策を徹底し実施したいと思いますので、ご理解ご
協力をいただきますようお願いいたします。
なお、見学旅行についての案内文書と参
加同意書を同封いたしましたので、よろし

１ 期 日

令和３年５月２５日（火）～２８日（金）
〔３泊４日〕

くお願いいたします。
２ 研修先 美瑛・ルスツ・小樽

青い池

３ 宿 泊

深川・ニセコ・札幌

４ 内 容

美瑛 青い池・しらひげの滝 他

（見学先） ルスツリゾート遊園地
小樽運河

小樽水族館
５ 費 用 保護者宛 見学旅行の案内をご覧
ください。

５月の行事予定
３日（月）憲法記念日
４日（火）みどりの日

＊保護者の皆様へ

５日（水）こどもの日

今年度も保護者の皆様宛の学
年通信は、月末に発行すること
になります。学校での生徒の様
子、当月の予定、進路情報などを
お届けしていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたしま
す。

１０日（月）生徒会総会
１７日（月）内科検診
高体連オホーツク支部大会壮行会
２０日（木）高体連オホーツク支部集約大会
～２２日（土）

（陸上・卓球・柔道）

２３日（日）高体連オホーツク支部集約大会（水泳）
２４日（月）振替休業日（5/22）
２５日（火）代替見学旅行
～２８日（金）

