
4 月 24 日(木) 身体測定、スポーツテスト 

 25 日(金) 歓迎遠足 

 26 日(土)-27 日(日)進研記述模試 

 28 日(月) 総学（志望理由書リライト）

  選挙管理委員会 

 30 日(水) 立会演説会・投票 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『本格的に学年がスタート！』 

入学式・対面式と４月恒例の行事も終わり、いよいよ本格的に学年がスタートしていきました。かわいい

後輩たちも入ってきて、鶴見丘高校にも活気がまた戻ってきた感じがしています。４月ＡＴの結果もそうです

が、春休みの課題を３年になっても期限に提出できていない生徒が40人近くもいることに、私としては些かシ

ョックを受けている状態です。とにかく自覚を促していくしかないとは考えていますが、ご家庭でも学習の様子

をご覧いただきたいと思っています。 

 さて、今回は副担任の先生方を中心に紹介を兼ねた特集をしています。担任が忙しくなるときに、勉強だ

けでなくあらゆる面でサポートをしていただくことになる先生方です。昨年から引き続きの方もいらっしゃるし、フ

レッシュな!?新顔の方もいらっしゃいます。どなたも頼りになる先生方ばかりです。担任団と同様に、保護者の

皆様も慣れ親しんでいただければと思います。 

                     学年主任 岡本 秀一

☆学年主任より☆ 
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学年主任 岡本 秀一

☆今後の日程☆ 詳細や変更は HR 等で説明します。 

5 月 7 日(水) アセンブリ 

 10 日(金) 特別時間割・PTA 総会 

 12 日(月) 「EU」大使による講演会 

 14 日(水)-16 日(金) ５月 AT 

 17 日(土) 土曜講座 

 

17 日(土) 土曜講座

☆最終学年始動！☆あなたはどんなスタートを切りましたか？ 

4 月 AT２日目である４月１１日午後、柔剣道場にて

今年度初めての学年集会が開かれました。 

まず、今年度新しく学年団に加わった先生方が自己

紹介と激励を兼ねたスピーチをしました。 

次に、全員が注目する中、各 HR 代表から「最後の

部活動に打ち込む」、「無遅刻・無欠席を目指す」、「悔

いの残らないよう学習と部活動の両立に努める」、「学

校の中心になる」、「部活にも勉強にも頑張る」、「学習

時間を増やす」と、力強い決意が述べられました。 

最後に学年主任岡本先生から、職員室に質問に通う

こと、昼休みと放課後を活用して学習時間を作るこ

と、土曜自学に積極的に参加することなど、『３年の

自覚』についてお話がありました。

✐志望理由書模試講演会✎ 
4 月 16 日水曜日７限、３月に受講した志望理由

書模試の結果が返却され、その結果を受けた講演が

行われました。講師は玉田真由美先生。長年にわた

って年間何千枚という小論文の添削をなさる先生

のお話は、実際の答案を参考にしながらの非常に具

体的な内容でした。また、指名による質疑応答を通

して次のリライト（書き直し）や本試験に向けての

アドバイスをして下さいました。 

４月 28 日リライトを含めた今後の日程は、HR

担任から説明があります。玉田先生のアドバイス

を、早速進路学習に生かしていきましょう。 

 

 

 
志望理由書は自分の意欲を

伝えるチャンスです。自分が

社会で何に関わりたいのか、

そのために大学で何を学び

たいのか、調べ、考え、知識

をため、自分の言葉で述べま

しょう。 

第 1回学年集会 

 



 

1 日目: 4 月 26 日 (土)  8:20AM 登校完了 2日目: 4 月 27 日（日） 8:20AM 登校完了 

8:30 - 10:00 国 語 (90 分）  ＜文系＞   
10:10 - 11:40 英 語 (90 分)  8:30 - 9:30 理科   (基礎科目各 30 分) 
11:40 - 12:10 昼 食   9:40 - 11:40 数学 Y   (120 分)  
＜文系＞    ＜理系＞  
12:10 - 13:50 地歴 B･公民 (各 50 分) 8:30 - 10:30 理科    (専門科目各 60 分) 
＜理系＞    10:40 - 12:40 数学 Y   (120 分)  
12:10 - 13:00 地歴 B (50 分)  ※ 理科は文系、理系それぞれの科目選択。  

※ 終了後 HR 及び私物整備、下校。 ※ 終了後 HR 及び私物整備、下校。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◎今年度も学年主任からメールニュースを配信しています。◎ 

◎学校のＨＰアドレスです。今年度も最新の学校情報を載せていきます。◎ 

http://kou.oita-ed.jp/bepputurumigaoka/ 

☆４月模試日程☆ 詳細は配付した実施要領、受験カード、HR での説明を参照。 

１組副担任 柿原 茂徳です。 

趣味は読書と映画鑑賞とたまにロードバイクです。今

年一年は充実した一年にしたいですね。伝説の学年に

なるには元気と根性です。古い言い方かもしれません

が、それが大事だと思います。忍耐力と爆発力の両方

を持ち合わせれば、受験は乗り越え 

られるでしょう！頑張りましょう！ 

 

２組副担任 津野 美香  

Nice to talk to you! 今年１年間、鶴見丘最強の Masaki 

& Ashida ペアと共に、皆さんの英語を担当します。

motto は「正義と勇気と愛、そして夢。」 

誠心誠意、英語・進路 etc の相談に乗り 

ます。英語スピーチに興味ある人もどうぞ。 

p.s.学年通信の取材にもご協力下さいね。 

３組副担任 齋藤 亨 

３組の国語の授業を５時間担当します。諸君の志望校合格

に必要な学力（国語）をこの１年で養成することが私の目

標です。１時間１時間の授業が勝負です。毎時間の授業に

テーマと課題を設定します。テーマの理解と課題の取り組

みが実力アップの秘訣です。また、 

副担任として間崎先生と二人三脚で 

皆さんのサポートをしていきます。 

よろしくお願いします。 

４ 組副担任 書道の高橋 純治です。 

原子番号 113 番元素発見者の森田浩介君と同級で

３９年前に本校を卒業しました。正月に３年２組１

０人が集まり、高校時代の一場面が甦りました。苦

楽をともにした仲間はいいものです。 

高校３年生を「信可楽也」 

（まことにたのしむべし）。 

皆さんの支援は惜しみません。 

５組副担任 小山田 治 

教科は理科生物です。いよいよ受験を控えた年に 

なりましたね。生物に関することはもちろん、 

それ以外の質問・相談でも OK です。 

いつでも訪ねてきて下さい。放課後は 

だいたい生物準備室にいます。 

１年間、よろしくお願いします。 

６組副担任 平田 みほ 今年も６組の副担任をさせて

いただくことになりました。教室は４階の一番端で少々まだ

慣れない感じはしますが、教室から見える景色も変わり、 

初心(みんなが入学してきた 2 年前)を思い 

出しました。皆さんと最後まで関われること 

を嬉しく思います。二度と戻らない、この 

１日 1 日を大切に頑張りましょう。私も笑顔でしっかり 

サポートしていきます！1 年間よろしくお願いします。 

 

☆副HR 担任挨拶☆ 今回は HR 副担任の先生からのメッセージです。 


