
埼玉県立本庄高等学校同窓会 支部長会議・新年懇親会 令和 2年 1月 25日 (土 )

令和元年度近況報告 (9月 第 1回支部長会議以降 )

1回支部長会

9月 28日 (土)14時 30分か らセ

ミナー棟 2階 B2・ 3において第 1回支

部長会議が 30名 の出席で行われま し

た。始めに「令和元年度国際交流体験事

業 オース トラリア研修」の報告を生徒

2名 が行いま した。続いて、「創立百周

年記念事業」「会報「柏陵」」等についての協議がありました。

上競技部壮行 10月 3日 (木 )

14時 30分か ら体育館にて、陸上競技部の関東大会出場の           W
壮行会が行われま した。 2年生の畦地恵太君が、男子ハンマー

投で県大会優勝 (記録 :48m48)、 また、

さんが、女子ハンマー投で県大会 2位 (記録

な り関東大会への出場が決ま りま した。顧間

の言葉に続いて同窓会副会長の茂木秀夫様か

励金の贈呈がありま した。大会は、 10月 19日 (土)千葉県で行われま した。

徒会役員立会演説会・選

10月 3日 (木)体育館にて生徒会役

員立会演説会が行われました。生徒会会

長に 2名 、生徒会副会長に2名 の立候補

がありました。各候補者の演説の後、投

票が行われました。

2回学校説明 10月 5日 (土 )
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第 2回学校説明会が本校体育館で

行われ ま した。 650名 程の中学

生・保護者の参加がありま した。学

校概要、生徒会、国際交流について

の説明の後、校内 口部活動見学、個

別相談等を行いま した。
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15回スーパー講 10月 26日 (土 )

13時 20「分か ら、第 15回 スーパ

ー講義が行われま した。昨日まで中間

考査が行われ、考査直後のスーパー講

義で したが、熱心に講義を受けていま

した。

窓会 10月 本部役員定例会 10月 26日 (土 )

13時 30分から15時まで応接室に於いて、同窓会第 6回本部役員定例会議が出席者 1

4名 で行われました。報告事項の後、同窓会奨学金制度等について協議されました。

庄特別支援学校 (就労体験学習 )

本庄特別支援学校高等部メンテナ

ンス班の生徒 6名 と引率教諭 3名 に

来校 していただき、特別教室棟 1階廊

下と玄関の清掃活動を行いました。丁

寧に、隅々まで清掃 していただき、と

ても綺麗にな り、学校が明るくな りま

した。また、本日で今年度全7回の就業体験学習が終了しました。1年間大変お世話になり

ました。ありがとうございました。

窓会 11月 本部役員定例会 11月 16日 (土 )

13時 30分から15時 30分まで応接室に於いて、同窓会

第 7回本部役員定例会議が出席者 14名 で行われました。報告

事項の後、創立百周年記念事業、卒業記念品等について協議さ

れました。 '

生徒総会 11月 21日 (木 )

第 70期生徒会か ら引き継ぎ、第

71期の生徒会活動が始まりました。

基本方針は「より良い本高生の未来

を形造る学校生活に向けて」です。
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立百周年実行委員

11月 27日 (水 )セ ミナー棟に於いて、創立百周年記念事業実行委員会 (記念事業推

進部会・記念誌編集部会)が出席者 26名 で行われました。全体会の後、各部会に分かれ、

記念事業、記念誌編集等について協議されました。

特進クラス保護者会

12月 7日 (土 )9時から特進クラス保護者会が視聴覚室で行われました。全年次の特進

クラスの保護者様に来校 していただき、校長挨拶、特進連絡会委員長挨拶に続き、河合塾講

師による講演会「入試の動向及び志望校 口学部決定時の親の関わ り方等について」が行われ

ま した。また、クラス担任等との「年次別保護者懇談会」を行いました。

高校生のための教員志望者説明会 1
14時か ら大会議室にて「高校生

のための教員志望者説明会」が市町

村支援部教職員採用課採用試験担当

様をお招きし行われました。 2年生

16名 が参加 し、「教員の魅力」「教

員の主な仕事内容」「学校の働き方改

革」等についてお話がありま した。

12月 18日 (水 )、 19日
年男子、 2年男子 )、 サッカー

レーボール (3年女子)です。

2月 13日 (金 )
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(木 )球技大会が行われました。種目は、ドッジボール (1

(1年女子、3年男子)、 バスケットボール (2年女子)、 バ

生徒は、全力で各競技に取り組んでいました。
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学入試センター試験「事前注意の会」

12月 18日 (水 )13時 10分
より視聴覚室において大学入試セン

ター試験「事前注意の会」力清 われ

ました。約 100名 の生徒が参加 し、

受験に向けて「注意事項」「過去の ト

ラブル事例検証」などの確認をしま

した。

本庄特別支援学校との連携

12月 18日 (水 )本校 ALT
Joanne Anderton先 生が、本庄特別支

援学校において小学部及び中学部の

児童 口生徒を対象に「英語の授業」

を行いま した。皆、積極的にジョア

ンさんに話 しかけ、英語で自己紹介

や歌 を歌 つた り、踊つた り楽 しい授

業で した。

同窓会奨学金給付奨学生選考委員会

12月 21日 (土)13時 30分
か ら、応接室にて令和元年度同窓会

奨学金奨学生選考委員会が開かれま

した。 10名 の委員の出席があ り、

「同窓会奨学金制度の確認」「奨学生

選考」等が話 し合われました。

窓会第 8回本部役員定例会

12月 21日 (土 )16時 から、応接室にて同窓会 12月本部役員定例会議が行われまし

た。は じめに「創立百周年記念事業実行委員会 (記念事業推進部会、記念誌編集部会 )」 か

ら報告がありました。続いて「同窓会奨学金制度奨学生選考結果」「支部長会議」「2月 定例

本部役員会議」等について検討されました。
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2学期終業式、校歌斉唱、表彰

12月 24日 (火)9時 20
分から体育館にて第 2学期終・

業式が行われました。校長先生

から「今は、粘り強く、力をた

め、大きく飛躍するための準備

の時期である。」「自信とは、諦

めずに根気よく、丁寧に集中し _
て取り組めたという自覚があって、

話がありました。

終業式後は、生徒指導部長から「目標と目的」「挨拶、清掃、ルールを守る」」「冬休みの

過ごし方」等の話がありました。また、表彰式では、12の部活動 口同好会の表彰がありま

した。

3学期始業式、吹奏楽部壮行

1月 8日 (水)10時 から体育館にて第 3学期始業式が行われました。校長先生から「人

間の成長を妨げる6つの要因がある。その逆の意識を持つてください。皆は秘められた力を

持つています。それを呼び覚ましてください。」とお話がありました。始業式後には進路指

導主事より話がありま した。

また、吹奏楽部の西関東大会アンサンブルコンテス ト出場の壮行会が行われました。木管

打楽器八重奏 (金賞)での西関東大会への出場が決ま りました。顧間挨拶、校長激励の言葉

に続いて、同窓会会長の狩野輝昭様から激励の言葉と激励金の贈呈がありました。大会は、

2月 2日 (日 )埼玉県久喜市で行われます。

交流事業ターム留学第 2回保護者説明

1月 11日 (土)14時 か ら、

令和元年度国際交流事業 (オース

トラリア研修)タ ーム留学第 2回

保護者説明会が応接室で行われま

した。留学前の最後の説明会 とな

り、手続き等の最終確認と参加生

徒による決意表明がありました。
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元年度 進路速報 (令和 2年 1月 17日現在)

◆国公立大学 5名
― 筑波大学 (11)、 群馬大学 (1)、 山梨大学 (1)、 高崎経済大学 (1)

長野大学 (1)

◆私立大学   130名
明治大学、青山学院大学、立教大学、法政大学、成城大学、明治学院大学

武蔵大学、獨協大学、國學院大學、文教大学、日本大学、東洋大学、駒澤大学

専修大学、大東文化大学、東京都市大学、東京経済大学、東京家政大学 など

◆私立短期大学  12名
◆専修・専門学校 39名
◆公務員 口就職   2名 (埼玉県警察、自衛隊)

★部活動の活躍

○陸上競技部

(関東大会以上 )

6月 15日  学校総合体育大会関東大会 男ハンマー投 12位
10月 19日  関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会

男子ハンマー投、女子ハンマー投 (8位入賞 )

7月 27日 ～ 29日  全国高等学校総合文化祭 (佐賀)絵画の部O美術部

○硬式テニス部女子 8月 12日 ～ 13日 関東公立高校テニス大会総合 10位
○吹奏楽部  木管打楽器八重奏 西関東アンサンブルコンテス ト 2月 2日 (日 )

☆今後の予定

01月 29日 (水) 学校評議員会・評価懇話会

02月 12日 (水)校 内マラソン大会

02月 29日 (金) 高校入試学力検査

03月  8日 (月 ) 入学許可候補者発表

03月 12日 (木) 卒業証書授与式 (全 日制 72回、定時制 71回 )

03月 18日 (水) 入学許可候補者説明会

03月 24日 (火) 令和元年度修了式

04月  8日 」(水) 入学式 (全 日制 )

04月  9日 (木) 入学式 (定時制 )
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