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■５月の予定
5/01 月
5/02 火
5/03 水
5/04 木
5/05 金
5/06 土
5/07 日
5/08 月
5/09 火
5/10 水
5/11 木
5/12 金
5/13 土
5/14 日
5/15 月
5/16 火
5/17 水
5/18 木
5/19 金
5/20 土
5/21 日
5/22 月
5/23 火
5/24 水
5/25 木
5/26 金
5/27 土
5/28 日
5/29 月
5/30 火
5/31 水

（太字は時間割変更）

創立記念日だけど授業あり（７限）
休校：憲法記念日
休校：みどりの日
休校：こどもの日
休校
休校 全統マーク模試（希望者）
LHR：図書 HR
奨学金説明会①

遠 足
奨学金説明会②
奨学金説明会③ 考査１週前（部活禁）
公開授業・PTA 総会 水 12345
休校
火 123456 月 7
休校（5/13 の代休）
月 34 水 67（午後カット）

5 月考査①
休校
休校

5 月考査②
5 月考査③
5 月考査④
5 月考査⑤
狂言鑑賞会（３限～）
休校
休校

教育実習開始（～6/9・16）

８組 関西サイクルスポーツセンターBBQ
９組 枚方パーク （昼食用意）
10 組 アクトパル宇治 BBQ
※各クラス HR 委員さんへ
「自分達の遠足」と言えるように主体的に
企画・準備・運営をして下さい。

■体育祭団活動開始
４月２５日（火）より、援団・新団・ア
ーチ３部門の活動が解禁となりました。学
習・部活動・放課後講習、それに加えて各
自の予定もあると思います。その中でより
よいものを創り上げていく工夫と団結力
が求められています。今年は各団とも新団
（新団体種目＝ダンスパフォーマンス）の
希望者が殺到し、各団抽選がおこなわれた
ようで、３年生でも抽選に漏れた人がある
ようです。気を落とさず応援で盛り上がっ
てください。（新団の構成は最大６０人ま
でと定められている。）
アーチ部門は今のところアーチ長・副ア
ーチ長が集まって、テーマ『新風』に添っ
た“団色デザイン”を構想中のことと思い
ます。このアーチ（背景）は泉陽体育祭独
自の取組で、他校にはない魅力です。中に

■遠足行先決定！ （ 5 月 10 日 水 ）

いると当たり前になっていることが、実は

高校最後の遠足。『行先一覧』です。
１組 EXPO CITY“ニフレル”
２組 京都（高雄～嵐山）BBQ
３組 六甲山カンツリーハウス BBQ
４組 信貴山のどか村 BBQ
５組 六甲山カンツリーハウス BBQ
６組 淡路ファームパーク BBQ
７組 淡路島牧場 BBQ

すごく独創的で大切な文化になっている
ということはよくあることです。苦労はあ
りますが、より質の高いものを自らに求め
ることが伝統を継承する人間の姿勢なの
ではないでしょうか。妥協せず納得のいく
作品を仕上げてほしいと思います。
※ＧＷ中の活動は校内のみ、団内の先生の付添
が絶対に必要です！

【重要】本日 5/1（月）より制服移行期間になります。
カーディガンは『白黒紺茶とその中間色』で無地であること。（ライン不可）

■朝の５分間活動自己申告集計
今年度“朝読”の形態変更をおこないま

■大学予約奨学金説明会
日本育英会の大学予約奨学金の説明会を

した。『時間を大切に使うこと』『一日の

以下の予定で開催します。

始まりのルーティーンを身につけること』

5/ 9（火）15:30～

『自己管理能力をつけること』。
子供から大人になる過程で大切なこと

社会科大教室

１,２,３,10Ａ組
5/11（木）・12（金）15:30～

視聴覚室

として取り組んでください。以下に、みな

⑪４,５,６,10Ｂ組

さんがどのような取組を申告にしたか、集

※応募書類提出

計を掲載します。（朝の移動時は移動先で５

■部活を引退するきみたちへ

分間活動をするのが基本です。）

学級懇談をしていると、すでにほとんど
の人が塾を利用し、帰りが 10 時 11 時にな
っていると聞きます。先週は欠席が各クラ
スでちらほら見られるようになってきま
した。目に見えない疲れが出ているのでし
ょう。長丁場を乗り切るための睡眠を大切
にしてほしいものです。
さて、懇談で部活動の状況を尋ねると、
約半数がすでに部活動を引退しているよ
うです。高校生活の大きな柱である部活で
どんな幕の下ろし方ができたのか、『悔い
はない』と心残りなくやり切れましたか。
週間モーニングに「コウノドリ」という
ＴＶ化もされた連載漫画があります。産婦
人科を舞台にした作品ですが、先週号にこ
んな場面がありました。
“出産は病気ではない、だから妊婦本人や
その家族は安全だと思い込んでいる。しか
し、数万分の一の確率でしか起きない重篤
な合併症が突然起きてしまうこともある”
主人公鴻鳥 Dr 受け持ちの妊婦が出産直後
“羊水塞栓症”で妊婦死亡となる。産科全
体が重苦しい雰囲気に包まれる。鴻鳥 Dr
が院長室に報告へ行った帰り際に、院長が
「産科のみんなは今回のことはもう引き
ずってない？」と尋ねます。それに対し、
鴻鳥 Dr はこう応じます。「お産は今日も
明日も … 毎日ありますからね。 … みん
な引きずりながら前に進んでいますよ」
引退試合で思うようにプレーできない
事はしばしばあります。難しい事にチャレ
ンジしている人ほどうまくいかないこと
が多いものです。時間を巻き戻したいと本
当に思うこともあります。それでも人は生
きていかなねばなりません。大きな災害に
見舞われた方々などはその悔しさの中を
生きていくのでしょう。「みんな引きずり
ながら前に進んでいますよ」それが真っ当
な人の歩み方だと僕は思っています。

読書継続 … ３８名
英単語熟語 … ２４６名
古典・漢文単語文法 … ３８名
教科受験に関係する事…３３名
その他 … ２６名
※内容は問いません。“自分の時間”を大
切に使える人になってください、という
message です。

■副担任紹介（２）
今年新たに 70 期を担当頂く先生方の紹介です。

３年６組 副担任 高松 敬明
【担当教科】国語
【クラブ】文芸部・バレーボール部
【趣味】野球観戦（杉中先生と話が弾む❤）
歌謡曲（山崎先生と話が弾む❤）
【お勧めの本】『われ笑う、ゆえにわれ
あり』（土屋賢二著 文春文庫）
哲学者がまじめな文章でふざけたエ
ッセイです。
【ひとこと】ま、何でもほどほどに。
しんどくならん程度にね
３年９組 副担任 吉田 裕紀
【担当教科】公民 （政治経済）
【クラブ】ソフトテニス部
【趣味】お寺巡り
【お勧めの本】月刊誌「DAYS JAPAN」
【ひとこと】最後まで、夢を諦めないで
下さい。

⑫７,８,９,10Ｃ組

6/2（金）～ 6/10（土）

★お家の方に渡して下さい。
〒590-0943 大阪府堺市車之町東３丁２－１
日々の様子は泉陽高校ＨＰ内『校長ブログ』をご覧下さい。 電話 072-233-0588 FAX072-233-6645

