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新任紹介part1
①名前・研究室
②上田西高校の生徒の印象
③趣味
④頑張りたい事

平成２９年入学式挙行

回上田西高

58

３０９名が入学許可される

年度第

29

新 入生 の ４月 ５ 日 土
(

平成

)

等学校入学式が挙行された 。

研究室：国語研究室

当日 は天気 も良く 、暖か く

過ご しやす い気候 の中真 新

しい 制服に 身を包 んだ新 一

年生 が体育 館を少 し恥ず か

しそ うにし かし堂 々と入 場

して きた。 桜井校 長先生 は

「新 入生に 上田西 高校は 四

つの ステー ジを用 意した 。

①嶌田佳幸先生

そこ で自分 の力を 発揮し て

③京都観光など
④生徒と仲良くしたい

頑張 ってほ しい。 」と話 さ

研究室：国語研究室
②挨拶ができる

れた 。１年 生が３ 年生に な

り卒 業する 頃には 一人前 に

①小松麻莉先生

②元気で真面目
③野球観戦、映画
④一生懸命頑張ります

①ダニエル・ハンコック先生
場所：留学センター
②元気がいい
③ハイキングなど
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④英語を楽しんでもらう

２組担任 為田 英介先生
副担 丸山 恵子先生

初担任の山浦天先生は

「 １年６組 の皆が 圧倒的 に

成 長できる ように サポー ト

したい。」

と 話された 。１学 年主任 の

白 井道彦先 生は「 コミュ ニ

ケ ―ション 能力が 高く人 間

関 係を構築 、調整 する力 の

ある生徒に育って欲しい。」

と話した。

先生方は新入生の成長を期待

新入 生に向け たメッ セー

ジを桜 井校長先 生、山 浦天

先生、 １学年主 任白井 道彦

先生から頂いた。

櫻井 校長先生 は「４ つの

ステー ジ以外で も自分 で熱

中でき るものを 探して ほし

い。」 とし、「 高校生 活は

２度と ないから 全力で 何か

に取り 組み、未 見の我 を見

つけてほ しい 。」 と語っ た 。

３組担任 萩原 敬士先生
副担 立堀 哲也先生
４組担任 井口 義啓先生
副担 土屋 正明先生
５組担任 白尾 秀人先生
副担 丹羽 恵美先生
６組担任 山浦 天 先生
副担 井出 真一先生

英語力鍛えパイロットに
入学式で宣誓を行ったのは１年８組
の高橋響希さん。３０９名の新入生の
代表として宣誓については「とても緊
張した。改めて高校生活を頑張ってい
こうと思った。」と話した。将来の夢
については「パイロットになりたい。
そのためには英語力を高め他の教科も
頑張っていきたい。」と話した。英語
力を高めるために留学を考えているの
かという質問に対しては「まだ考え中
である。」と回答した。
入部を希望する部活は陸上部。「中
学の時よりもいい記録をだし陸上を通
して精神的に強くなりたい。」と話し
た。４月２９日

(土)に行われる強
歩大会での個人的
な目標は、「２０
位くらいを狙いた
い。」と笑顔で話
した。当日の活躍
が期待される。

７組担任 斎藤 美智子先生
副担 吉崎 琢朗先生
８組担任 松尾 光国先生
副担 原 公彦先生

な ってい て、何事 にも真 剣

１組担任 白井 道彦先生
副担 長井 聡 先生

に 取り組 められる ことが 求

新しいことに挑戦することで
まだ見たり会ったりしたことが
ない自分を発見すること。

一学年学年団

め られる 。式後は 担任の 先

未見の我とは

生 と新１ 年生によ る学級 開

入学式で新入生に向けて話をする水野理事長

二枚目に続く

き が行わ れた。新 担任の 話

④しっかりわかりやすく
教えたい

を 真剣に 聞いてい た生徒 た

②真面目。授業を聞く。
③読書

ち の今後 の活躍が 期待さ れ

る。

①前田善文先生
研究室：３階数学研究室

宣誓を行った高橋響希さん

上級生と初顔合わせ

員の 力強い 和太鼓 が新入 生
を圧 倒させ た。生 徒会役 員
はこ の日の ために ３ヶ月 間
練習 に励ん できた 成果を 披
露し 、新入 生を心 から歓 迎

４ 月６ 日

木
( 対)面式が行
した。 最後に３年生のルー

お手 本とな るよう に歌い あ

わ れた。 新入生 は２，３ 年

げた 。１年 生はま だ親し み

代表挨拶を行った内堀美咲さん

と笑顔で話した。

入学式を前に

生から 中学とは 一味違 う部

驚かせ た。休憩 の際、 １年

音響設 備で１年 生をあ っと

な れば。 」と 意義 を語 った 。

動 決めの選 択のサ ポート に

て もらい委 員会決 めや部 活

生に生徒会活動の活動を知っ

号を 読 ん で

頂 きあり がと うご ざい ます 。
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編集後記

活動発 表に驚き の声が 多く

聞こえ た。新入 生が部 活動

に活気 を帯びる 事が期 待さ

生徒会ガイダンス開催

４月 １ 日 土
( 生
)徒会ガイ

れる。 生徒会役 員（生 徒会

に入部 し上田西 高校が さら

ダン スが行わ れた。 生徒 会

ガイダ ンス統括 ）の３ 年７

４月は入学式、対面式、

組篠原 真輝さん は「新 １年

副会 長から各 委員会 の説 明

生徒会ガイダンスと行事

があ りそして それぞ れの 部
活動 が活動内 容を発 表。 吹

最後に私の力不足により

けて頑張っていきます。

く読みやすい新聞を心が

してきたのでもっと詳し

ました。新１年生が入学

にない別の緊張感があり

の生徒会太鼓では予餞会

ごしてきました。対面式

奏楽 部、アー チェリ ー部 、

①小田中茂先生

がたくさんあり忙しく過

とり仲良くなれるように

ム長 達の呼 びかけ により 、

は 拍手で 歓迎し た。生徒 会

のない校歌を歌っている２ ，

④感謝の気持ちを伝えたい

柔道部、剣道部、男子バレー

③ゲーム、サッカー観戦

生 の中央 を通っ て少し照 れ

副 会長３ 年６組 徳竹優華 さ

３年 生の姿 をを真 剣な眼 差

ボー ル部、男 子バス ケッ ト
ボール部、チアリーダー部、

④コミュニケーションを

２， ３年生 が中心 となり 上

ん の開式 の言葉 に耳を傾 け

しで 見つめ ていた 。全校 で

場所：相談室

く さそう に入場 してきた 。

て いた１ 年生は これから の

校歌 を歌え る日が 待ち望 ま

②優しくて楽しい人達

田西 高校の 校歌を １年生 の

高 校生活 に期待 と不安を 織

軽音 楽部は新 入生の 前で 素
晴ら しいパフ ォーマ ンス を

を引 き付ける 発表を して い

見せ た。他の 部活も 新入 生
員 も精一 杯頑張っ ていき ま

た。 中でも吹 奏楽部 は今 年

①渋谷和歩先生

そ んな一 年生を ２，３年 生

り 交ぜた 表情を している よ
れる。

生徒会役員からは

す 。」と 話した。 １年生 に

※ 柳澤先生、平林先生、堀先生は都合
により次回掲載します。

う に見ら れた。 対面式が 始
ま るとま ず始め に生徒会 役

緊張と期待を抱きながら体育館に入場してきた新1年生

44

新聞が遅れてしまいすみ

を植えたい。

から 新しく取 り入れ たマ ー

③庭いじり、ゴルフ

チン グを華麗 に披露 し見 る

④校内をきれいにしお花

ませんでした。

②笑顔で大きな声で挨拶

は 「先輩 に負けな いくら い

③体を動かす

活 発に生 徒会活動 などに 参

②生徒数が多く明るくしっ

温かいメッセージ

かりしている

人を 魅了した 。軽音 楽部 は

①荻原英生先生

中学にない部活、スタイル、

研究室：１階社会科研究室

加 して、 西高をど んどん 盛

③歴史、ゲームなど

り上げていってほしいです。」

④お互いの夢の実現

対面 式は生 徒会の役 員が

②挨拶ができる

中心と なって 行われた 。統
括の３ 年２組 室賀有菜 さん
は対面 式統括 として「 １年
生には 今の３ 年生と同 じよ
うに人 前に立 っても恥 ずか
しくな く堂々 とした３ 年生
になっ てほし い。」と 語っ

生徒 会長３ 年６組小 須田

た。

亜美さ んは新 入生を心 から
歓迎し た。「 １年生の 皆さ
んがこ れから 始まる西 高で
の生活 で楽し い思い出 がた

①牧野大樹先生

部活と勉強の両立目指す
くさん できる よう生徒 会役

研究室：２階社会科研究室

マーチングを披露する吹奏楽部

場所：用務員室

対面式でスピーチをした
１年５組の内堀美咲さんは、
対面式を終えて「スピーチ
がとても緊張しました。高
校は先輩たちがとても多い
と感じました。」と話した。
高校生になって頑張りた
いことについて質問したと
ころ「勉強と部活の両立を
頑張りたい。」と意気込みを語った。部活動の入部希
望は硬式野球部だそうだ。そこでは「マネージャーの
仕事をしたい。そして、先輩たちについていき力にな
れるように、精一杯努力したい」と語った。将来の夢
は麻酔科医だそうだ。そのために「理数系の科目に力
を入れていきたい。」と語った。
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