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第 266 号
愛知県立中村高等学校ＰＴＡ

名古屋市中村区菊水町1－2－18
TEL 052－411－7760

　令和４年度 PTA 会長を務めさせていただきます酒
井です。実は私自身、この中村高校の第36回卒業生で
す。今年度に創立 70 周年を迎えますので、34 年ぶり
に青春を謳歌した学び舎に保護者として戻って参りま
した。正直、なつかしい思いでいっぱいです。中村高
校で過ごす３年間は嬉しいこと・楽しいこともあれ
ば、辛く苦しいこともあるかもしれません。そのすべ
てが生徒のみなさんにとって、明るい将来の礎となる
かけがえのない時間になることでしょう。中学までの
義務教育と違い、高校では授業の内容も難しくなるの
で、理解するまで諦めない姿勢・自ら学ぶ姿勢が大切
になってきます。校歌のフレーズに「自主の庭、ここ
にあり」とあります。失敗を恐れずに、何事にも積極
果敢に取り組んでください。それが中村高校の校風で
あり、伝統ですので。
　PTAとしては生徒みなさんの夢をかなえるため、
学校の目標を達成するために様々な活動を計画・実行
してまいります。懇談会・研修旅行・大学見学会を予
定していますが、今年度もまだまだコロナ感染の影響
を受けることが予想され、行事の規模縮小・中止を余
儀なくされるかもしれません。状況が刻々と変化し、
これまでの考え方や取り組みが通用しなくなってきた
時代の中で今、何ができるかを検討し知恵を出し合い、
活動していきたいと思います。
　宜しくお願い致します。Do Our Best  !

　私たちの生活様式はコロナ禍によって一変しまし
た。３年目に入った感染対策は引き続き徹底しなけれ
ばなりませんが、学校現場を預かる身としては学びを
止めない「学びの保障」も忘れてはならないと思って
おります。
　さて、令和４年度は高等学校の新学習指導要領実施
の年です。これまでと大きく異なることは、「何がで
きるようになったか」「何が身に付いたか」という学
習成果を３つの観点「知識 ･ 技能」「思考 ･ 判断 ･ 表現」

「主体的に学習に取り組む態度」から的確に捉え、生
徒の学習改善や教員の授業改善につなげることです。
私たち教員にとって大きな挑戦が始まっています。
　県立高校の現状は、３年連続して多数の欠員が発生
し「公立王国」からは程遠くなりました。中学校卒業
生の急減期を迎えるにあたり、県教育委員会では県立
高校再編将来構想に基づく再編 ･ 統合はじめ、中高一
貫校導入の検討も進めており、各県立高校では魅力化・
特色化の検討や取組も本格化しています。また、４月
には県教育委員会が県立高校の存在意義 ･ 社会的役割
等を明確化したスクール ･ ミッションを再定義しまし
た。併せて各県立高校では、育成を目指す資質 ･ 能力
に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針、
入学者の受入れに関する方針として、スクール ･ ポリ
シーを策定しております（本校 Web ページをご覧く
ださい）。
　まさに大きな節目の年、その年に中村高校は創立
70年目を迎えました。さまざまな歴史を積み重ねてき
ましたが、平成31年度に学校教育の核として国際理解
コースを設置して、新しい学校づくりに取り組んでお
り、未来に向かって歩み始めました。３月にはコース
Ⅰ期生が卒業し、国公立大学や難関私立大学に多数合
格しました。また、昨秋には現３年生の髙須椛梨さん
が、外務省等の主催する「国際協力・国際理解のため
の高校生の主張コンクール」において特賞の外務大臣
賞を受賞しました。本校では「生徒を主語にした」教
育活動の実践が成果となって現れ始めており、後輩た
ちが先輩たちに追いつけ追い越せの気持ちで成長して
くれると信じております。おわりになりましたが、保
護者の皆様には本校教育活動の協働者として一層の御
尽力を賜りますようお願いいたします。

自主の庭、ここにあり

これまで70年、未来に向かって

PTA会長　酒井　英樹

校長　小川　芳範

令和３年度卒業式
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令和４年度　ＰＴＡ常任理事

令和４年度ＰＴＡ常任委員会構成

会 　 長 酒　井　英　樹 303
副 会 長 村　上　　　隆 207

伴　　　寿　美 306
服　部　利　明 302
小　川　芳　範 校長

書 　 記 半　澤　美　穂 202
藤　川　淳　子 108
河　野　健　治 教頭

会 　 計 早　川　美　保 207
寺　西　有　香 事務長

会 計 監 査 島　崎　麻　衣 107
鈴　木　めぐみ 104
橋　元　直　子 教頭

生 活 委 員 長 日　吉　奈　美 302
進 路 委 員 長 水　野　絵　美 303
厚 生 委 員 長 中　島　奈　月 305
広 報 委 員 長 酒　井　奈　美 307

門　口　賢　司 総務部
（敬称略）

生
活
委
員

委員長　日吉　奈美
学校 １年 ２年 ３年

河野　健治 　近藤　陽子 102 　尾畑　奈未代 203 　髙木　由紀 302 　五十嵐真由美 304
林　敦子 　榊　直恵 102 　齊藤　葉子 203 　高木　江身子 302 　大矢　亜紀子 304
暮石　全光 ●杉立　千夏 102 〇富田　佳名子 206 　田中　ゆかり 302 　井上　智恵美 305
村上　規久子 　長尾　三裕紀 104 　郷司　幸子 207 ◎日吉　奈美 302 　佐村　美湖 306

　水庫　明美 104 　鈴木　野倫子 207 　伊藤　美香 303 　伊藤　静香 308
　南島　正視 104 　堀田　英里 208

進
路
委
員

委員長　水野　絵美
学校 １年 ２年 ３年

安藤　智紘 　廣岡　恵子 101 　徳野　智美 201 　志知　愛 302 　磯村　淳子 304
隅田　良 ●上村　智子 103 　西川　美映子 205 　早瀬　留里 302 　江場　雅子 304
中神　俊介 　中谷　奈美 103 〇鈴木　司 206 　古屋　幸恵 303 　杉戸　育子 307

　藤澤　久美 105 　中山　稚枝子 207 ◎水野　絵美 303 　吉田　香代 307

厚
生
委
員

委員長　中島　奈月
学校 １年 ２年 ３年

寺西　有香 　萩中　絵美子 101 〇林　恭子 201 　一柳　瑠理子 301 　瀬戸山　奈千 306
泉　圭一 　早瀬　みち代 101 　佐藤　由貴 204 　蟹江　幸子 301 　中西　かおり 306
宇佐美　淳子 　石川　陽子 105 　森田　尚美 204 ◎中島　奈月 305 　鈴木　明美 307

　鵜飼　咲知代 105 　山下有里子 206 　本田　知子 305 　藤田　智子 307
●小田　景子 107 　鈴木　奈緒 208 　小﨑　澄雄 306 　川口　寿志 308

広
報
委
員

委員長　酒井　奈美
学校 １年 ２年 ３年

橋元　直子 　江原　和世 106 　田邊　雄一 201 　髙野　亜加根 303 　林　智佳子 306
門口　賢司 　山下　綾乃 106 　佐藤　恵子 203 　馬庭　祐一郎 304 　目黒　理絵 306
清水　和彦 　吉田　順子 107 〇加藤　恵 204 　水野　園子 304 　青山　かおり 307

●伊藤　智美 108 　近藤　裕子 204 　山中　健一 304 ◎酒井　奈美 307
　田中　英子 108 　吉田　衣美子 304 　吉田　佐織 307

常任委員長　◎印、常任副委員長　○印、一年生代表　●印　（敬称略）
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転　　入　　職　　員

退 職 ・転 出 職 員

橋元　直子教頭（国語）　　松蔭高校から
柵木　裕子（国語）　　　　豊田西高校から
井上　正人（地歴公民）　　吉良高校から
廣田　　亨（地歴公民）　　守山高校から
近藤　祥代（数学）　　　　惟信高校から
杉浦　裕季（理科）　　　　犬山高校から
灘波　弘道（理科）　　　　名古屋南高校から
加藤　敦子（英語）　　　　松蔭高校から
坪内　隆行（地歴公民）　　尾西高校から
南島　雅彦（理科）　　　　昭和高校から
寺川　眞司（英語）　　　　名古屋西高校から
山田　健次（英語）　　　　中川商業高校から
西村　知幸（英語）　　　　臨時的任用教諭

退職者
　福原　正俊（英語）　　　森　　理暢（英語）
　寺田ひづる（事務室）　　井戸あゆみ（事務室）

転出者
佐野　好宏教頭（地歴公民）　一宮興道高校校長
鈴木　洋平（国語）豊田西高校
佐久間孝史（地歴公民）名古屋西高校
興津　吉興（数学）瑞陵高校
宇野　京佳（理科）豊野高校
竹田　孝成（理科）名古屋西高校
加藤　沙希（英語）岩倉総合高校
丹羽　友美（英語）津島高校
田口　裕一（国語）旭丘高校
松本　年弘（地歴公民）旭丘高校
井階　正治（理科）昭和高校

野球部夏季大会に向けて頑張っています!!
　中村高校野球部は、３年生12人、２年生11人、１年生９人の計32人で活動しています。最後までやり通し、立派な結果を成し遂げると
いう意味を持つ「有終完美」をスローガンに、日々の練習に励んでいます。秋季大会、春季大会では一次トーナメント敗退と思うような
結果は残せておらず、とても悔しい思いをしてきました。この悔しさをバネにしてチーム一丸となり、「夏季大会ベスト16」という目標に
向け、全力を注いでいます。夏季大会まで残りわずかですが、このチームの持ち味である仲の良さと、攻撃力を活かし、精一杯頑張ります。
応援よろしくお願いします！ （野球部マネージャー　306　飯田　紗彩）

部活動紹介〜野球部〜

德永　直美（英語）　　　　臨時的任用講師
砂子みなつ（事務室）　　　美和高校から

離任式のようす
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広　　　場

　ご入学、ご進級おめでとうございます。令和４年
度PTA書記を務めさせていただくことになりました、
１年生保護者の藤川と申します。PTA 活動は、子供
が小学生の時に広報委員を一年経験したのみで、常任
理事は初めての経験です。役員の皆様、先生方、保護
者の皆様とともに、子供たちのより良い学校生活のた
めに頑張りたいと思っております。よろしくお願いい
たします。
　さて、コロナ禍で迎えた３年目の春、入学式が無事
に行えたことに安堵しております。子供たちにとっては、
学校行事や楽しみにしていた予定が、延期や中止となる
ことは当たり前になりつつあります。「またか」と、様々
なことを諦めて過ごしてきたことと思います。そんな中
でも、今しかない高校生活でかけがえのない時間を過ご
し、たくさんの経験をしてほしいと思います。
　我が家には、現在中学３年生の息子がおり、高校１
年生の娘とは年子です。そのため、学校の先生につい
て家で話題に上がることが多いです。ある日、娘の中
学校の卒業アルバムを見て、息子が「先生って、こん
な顔だったんだね。初めて見た。」と言いました。息
子にとっては、中学校入学時からコロナ禍でマスク生
活だったため、先生方のマスクを外した顔をほとんど
見たことがなかったのです。はっとしました。今の子
供たちは、３年間ともに過ごした先生や友達の顔を、
卒業アルバムで初めて知ることもあるのです。また、
マスク越しやオンラインでは、会話が聞き取りづらく、
表情もわかりにくいため、コミュニケーションがうま
く取れないこともあります。そんな時も、どうか諦め
ずにコミュニケーションを取る努力をしてほしいと思
います。これから先の未来を自分で切り拓き、諦める
前にベストを尽くしてほしいと思うものです。
　最後に、私がこれまでに地域の方やママ友から聞い
た中村高校の印象は残念なものばかりでした。実際ど
うなのか、今の私にはわかりません。しかし、進学実
績も好調ですし、部活動で頑張っている生徒も大勢い
ます。国際理解コースは一期生が卒業し、進学実績は
素晴らしいものです。逆に言えば、これまでの印象が
悪い分、これからは良くなるしかありません。微力な
がら中村高校の良さをアピールし、中村高校って最近
いいよね !! と思っていただけるように、楽しく活動し
ていきたいです。

　「これからへ」の希望と期待を胸に、初めて中村高
校の門をくぐったあの日から、早くも１ヶ月が経ちま
した。まだまだ緊張感が残るものの、少しずつではあ
りますが、学校生活に慣れてきたように感じます。こ
れからの長いようで短い３年間の中で、時に迷うこと
や苦しい時もあるかもしれませんが、仲間と助け合い
ながら乗り越えていきたいです。
　私たちの進路選択は、新型コロナウィルスの影響
で、オープンスクールや文化祭の学校公開などの行事
が次々と縮小、中止となり、とても難しいものでした。
そんな中で、中村高校の先輩方の全力で学校生活を楽
しもうとする姿や、中村高校が自主性を重んじる学校
だということをホームページなどで知りました。
　私の中学校では学校生活の大半が新型コロナウィル
スの影響を受け、学校行事が中止となるなど、どこと
なく悶々とした空気が流れていました。そんな空気を
払拭し、学校全体に活気を取り戻すきっかけとなった
のは生徒一人一人の小さな声でした。文化祭が中止、
体育祭が縮小になることが決定してから、約半年を掛
けて生徒会が中心となり、全学年が協力して学校祭に
代わる新しい行事を企画して、成功させることができ
ました。自ら声を上げ、行動することの大切さを身を
もって学びました。
　だからこそ、自主性を重んじ、輝く笑顔があふれる
中村高校なら、どんな困難が待ち受けていても乗り越
えることができると感じました。
　時代や生活様式の変わり目にいる私たちが、中村高
校の素晴らしい伝統を引き継ぎながらも、新しい自分
たちの学校生活を作り上げていきたいです。そして家
へ帰っても次の日学校へ行くのが待ち遠しくなるほど
楽しい高校生活を送りたいと思います。

コロナ禍から、この先の未来へ

新入生からメッセージ

PTA書記　藤川　淳子

102　木下　結愛

令和４年度入学式


