
～保護者の皆様～ 

 
 

 

 

 

～緑陽祭を終えて～ 
 生徒の笑顔をたくさん見ることができた３日間でした。 

１年生は初めての緑陽祭でひとつひとつが新鮮であり、クラスの団結も深

まったことと思います。 

 14 日(火)の体育祭は、小瀬の補助競技場と体育館で実施しました。心配

していた雨も、午前の補助競技場での競技が終わると同時に降り始めると

いう奇跡的なタイミングで、全ての競技を予定通り終えることができまし

た。 

 １年生は今回の学園祭で「緑陽祭とは」がわかったことと思います。来

年につなげ、２年後には作り上げる立場です。より良い学園祭を自分たち

で作るため、最高の想い出を作るための礎としてほしいと思います。 

 

生徒達は学園祭を通してものつくりの楽しさ、協力することの難しさとパ

ワー、段取りの重要性、多くの事を学ぶことができます。そして、なによ

り「思い出」という宝物を得ることができます。 

はるか昔の話になりますが、自分の高校時代を思い返すと、ふと浮かぶ

のは何気ない１シーンです。造形でボンドだらけになった手、教室に干し

てある段ボール、授業中に倒れてきたカーヴィー、前屈をするゴジラ、宙に

浮く UFO、準備の段階の何気ない作業の瞬間、本番での緊張感、盛り上が

り、意外な友達の一面、感謝。数年後にどんな映像がふと思い出されるかは

わかりませんが、貴重な青春の１ページであることは間違いありません。 

 

 

 

 

 

 

 学園祭の様子は南高ホームページのブログにて写真と共に紹介してありますので是非ともご覧

ください。https://www.kofuminami-h.ed.jp/29303/  
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また、同時に、１学年の造形・クラス参加企画・担任似顔絵の紹介動

画を作成しました。動画では各クラス責任者のみんなに見どころのコメ

ントを貰っています。右の QR コードまたは下記のリンクから視聴でき

ますので是非ともご覧ください。なお、動画は生徒と保護者の方が視聴

するのみにしていただき、無断で転載・コピー等はお控えください。 

 

①「造形」の紹介 

 力作ぞろいです。責任者のみんなに見どころを聞きました。 

  

②クラス参加企画 壁の装飾の紹介 

 こちらも、責任者のみんなに見どころをコメントしてもらいました。 

 

③担任似顔絵 

  こちらはコメントを聞くことができず、山下が写しただけです。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学園祭のテーマは「僕らは南に恋をする」でした。 

閉祭式での３年生のコメント、教頭先生の講評でも「南をもっと好きになろう。自分、そして友達を

もっともっと好きになろう」との話がありました。 

１年生も入学して３か月、南高との恋は始まったばかりです。もっともっと多くの体験から自分の良

い所を見つけ、友人の良い所を見つけ、強く、しなやかに成長してほしいと思います。 

～第２回定期試験について～ 

 友人との話の中で「大人になって良かったことは？」と聞いたところ、「試験がないこと」との答えが返

ってきました。納得です。試されること、競争は大きな負荷となります。しかし、その負荷があることで人

間は成長できることも事実です。また、試験は自分の弱点・課題を知ることができるチャンスでもあります。 

6月20日(月)に第１回定期試験の成績表を返却しました。そして、第１回の結果返却から間を開けずに 23

日(木)には第２回定期試験の時間割が発表となりました。生徒には学園祭から気持ちを切り替えて学習に励む

ことが求められます。 

 試験時間割発表の際に試験への意気込みや目標学習時

間を学年全員にフォームアンケートで聞いてみました。

生徒からは、「前回の順位より高い順位をとる」「とに

かくたくさん勉強することのほかないと思うので必ず

240分は達成させたいです。」「YouTubeの誘惑に負

けない！」などの多くのコメントが寄せられました。 

フォームアンケートではその場で学年全員の生徒の回

答を共有して見ることを可能としました。紙でのアンケ

ートでは得られない利点です。他の仲間の目標時間やコ

メントでやる気につながってくれると良いと思います。 



～ＰＴＡあいさつ運動について～ 

 6月8日(水)にPTAあいさつ運動が実施されました。

今回は１学年の PTA 役員の皆さまが 15 名参加してく

ださり、学校周辺及び生徒昇降口でのあいさつ運動を行

ってくださいました。終了後に「生徒の挨拶が爽やかで

気持ちが良かった」との感想をいただき、大変うれしく

思いました。御協力いただいた皆さま、ありがとうござ

いました。 

 

～キャリア教育」講演会を実施しました～ 
 6 月 10 日(金)、進路指導部主催の「キャリア教育」講演会を実施しました。

この講演会は一人一人が自分の生き方について考える契機とすることを目的とし

ており、講師として株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ営業部の井尻真

理子さんのお話を聞かせていただきました。「今している勉強や活動は間違いな

く将来に、そして社会につながっている！」「何事も全力で頑張る。」「目標が

ある人は強い。笑顔、感謝、反省を大切に。」などの情熱的なお話が心に響きま

した。生徒もメモを取りながら良く聞き入り、最後の質問も積極的に行っていま

した。学園祭の活動と日々の学習の両立が求められている絶好のタイミングで、

生徒を強く勇気付けるお話を聞かせていただきました。 

～1 人１台端末の利用が始まりました～ 

21 日(火)からは学年全員での 1 人 1 台端末の利用を開始しました。個人端末

の学校での設定が終わっていない生徒につきましては学校の端末を貸し出す形で利

用しております。授業での活用や上記のような HR でのフォームアンケート等の利

用の際に活用しています。活用方法等は試行錯誤の連続ですが、徐々に利用場面を

増やして行きたいと思います。なお、学校のキッティング作業は家庭での設定が終

わった生徒から随時実施しております。現時点では家庭での設定を約 200 名の生

徒が完了しました。引き続き保護者の方に御協力していただく場面もあろうかと思

いますが、何卒よろしくお願いいたします。 

～親からのメッセージについて～ 

また、20 日(月)に PTA 主催の「親からのメッセージ」の講師依頼文書を

配付させていただきました。毎年１学年の生徒対象に実施されており、保

護者の方の経験や想いを生徒に語っていただくという行事でございます。

自薦・他薦の用紙の提出は7月1日〆切となっております。是非ともご協

力をお願いいたします。 

～SSH の探究活動が始まりました～ 

６月 22 日(水)にはフロンティア探究の授業において「SSH ガイダンス」

を実施し、本校の探究活動の進め方、SSH 行事の説明、資料配付等がな

されました。資料では夏季休業中に実施されるフロンティア講座の案内、

８月１７日(水)～１９日(金)の基礎講座の日程が記載されております。夏

季休業中の予定を立てるにあたって、欠席の取り扱いについての保護者宛

文書も配付済でございますので、ご確認をしていただければ

と思います。 

～進研模試について～ 

定期試験が終わると、７月９日（土）に進研模試が実施され

ます。全国偏差値等で自分の実力を知ることができる試験で

す。１年生は１人１台端末を利用してベネッセマナビジョン

の事前目標設定、事前動画視聴、自己採点、弱点を補強する

後復習を行っていく予定です。詳しくはお子様にお聞きくだ

さい。 

 



～夏季休業中の登校学習会について（普通科２３４６組）～ 

27 日(月)に夏季休業中の登校学習会の申し込み用紙を配付しました。8 月１日(月)～5 日(金)の 5 日間、

自学自習を通じて集中して学習する姿勢と自律心を養うことを目的としています。友人と切磋琢磨しながら

自分が掲げる進路目標を実現するための実力養成を目指します。夏季休業は課題も多く出されます。積極的

な申し込みを期待しております。なお、本校の卒業生がチューターとして指導に当たりますので質問を積極

的にできることも魅力です。大学の様子を聞くことも可能です。 

～土曜講座（9 月開始）の申し込みについて（普通科２３４６組）～ 

予備調査の結果、多くの生徒からの申し込みがありました。予備調査の結果を受け、本申し込みの用紙を 

27 日(月)に配付いたしました。本申込の〆切は 7 月 6 日(水)となっております。代金を添えての申込となり

ます。よろしくお願いいたします。 

 

～副教材費等の一括納入について～ 

 保護者の皆さま宛の通知を 6 月 20日(月)に配付いたしました。振り込み期間は 7 月 13日(水)までとなっ

ております。ご確認をお願いいたします。１学年の御家庭におきましては１人１台端末の購入も含めて多く

のご負担をいただいております。奨学金等の情報は４月当初にも連絡させていただきましたが、改めて情報

が必要な場合がございましたら、遠慮なく担任までご相談ください。 

 

～南高ブログ「保護者の皆様へ」について～ 

前回の学年通信でも連絡させていただきましたが、甲府南高校のブログにおいて学校の

様子を書かせていただいております。リンクは右の QR コードを読み取っていただくか、

検索で「甲府南高校 ブログ」と検索していただければと思います。（南高の HP からの

リンクはございません。）https://www.kofuminami-h.ed.jp/blog/  

～７月・8 月の行事予定について～ 
行事予定は、Google Classroom の各 HR クラスでも配付しています。 

補足  
・ 7 月 15 日(金)の科目登録説明会では、来年度の文理選択・科目登録の説明を実施します。 
・ 7 月 25 日(月)～27 日(水)フロンティア講座は生徒が希望の講座を申し込み、参加日程を決定します。（別紙にて

通知済みです。） 
・ 8 月 17 日(水)～19 日(金) F 探基礎講座は登校日となっています。 
・ 8 月 19 日(金)の保護者会はオンラインの実施を予定しております。詳細は追って連絡いたします。 
・ 8 月 27 日(土)は中学生対象のオープンスクールですが、授業を実施するため登校日です。8 月 29 日(月)が代休と

なっております。 

～最後に～ 

暑い日々が続いています。エアコンの運転も開始しておりますが、節電と学習環境の両立を目標に試行錯

誤をしております。生徒達は、「暑い・・」と言いながらも授業に集中しようと頑張っている様子も見受け

られます。これからまだまだ暑くなると予想されますが、生徒達には頑張って定期試験を乗り越え、充実し

た 7 月を過ごして欲しいと願います。 

７月   ５日(火) 第２回定期試験 ４日目 

生徒集会・壮行会 

自転車利用者集会・バイク実技講習会 

７月 ６日(水)  バイク通学者集会 

交通安全教育指導 

7 月 7 日(木) 生徒会役員選挙公示 

７月 8 日(金) ネットモラル教室 

７月 9 日(土) 進研模試 

７月１１日(月) 緑陽祭反省会 

7 月 12 日(火) PTA 常任委員会 

７月 15 日(金) 科目登録説明会 

７月２２日(金) 終業式・大掃除 

バイク実技講習会 

7 月 25 日(月)～27 日(水)  

フロンティア講座（別紙にて通知済み） 

8 月 1 日(月)～5 日(金) 

  理数科・理数クラス 宿泊学習会 

普通科 登校学習会 

8 月 6 日(土)～12 日(金) 部活動優先期間 

8 月 13 日(土)～16 日(火) 諸活動休止日 

8月17日(水)～19日(金) F探基礎講座（登校日です） 

8 月 19 日(金) １学年・２学年保護者会 

8 月 20 日(土) 全統模試 

8 月 22 日(月) 夏季休業終了 

8 月 23 日(火) 始業式・スタディサポートテスト 

８月 24 日(水) スタディサポートテスト 

8 月 26 日(金) 大掃除 

8 月 27 日(土) オープンスクール（登校日です） 

8 月 29 日(月) 8/27 の代休 

https://www.kofuminami-h.ed.jp/blog/

