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   校長挨拶 

  校長 田畑吉三 

本年度、新しく着任しました校長です。よろしく、お願いします。 

さて、本校は、昭和40年に設立して以来、68年が

経過した伝統ある高等学校であります。ますます、本

校が充実発展していくためには、有為な人材を多く地

域に送り出している学校として、『地域に信頼される学

校づくり』を進めなければならないと考えています。 

そこで、次の 2点について、力を入れていきます。 

（1）『きちっとした』生徒の育成 

 『きちっとした人』でないと信頼が得られません。そして、『きちっとした

人』には次の 3つのことが必要です。 

 ①自信 ②根気 ③社会性  

この 3つのことを身につけ、『きちっとした人』になりましょう。 

（2）『人の役に立つ』生徒の育成 

人の役に立つことをしている人は他人から信頼されます。清掃、ボラ

ンティア活動など『人の役に立つ人』になりましょう。もし、「○○のボラン

ティア活動に参加する人はいませんか」と声をかけられたら、ぜひ、立候

補して参加してください。 

それでは、生徒の皆さんの大活躍を期待しています。 

   和田山高校の歩み 

  ５月の行事 

５月 内   容 

7,8日(土、日) 

15日(日) 

 

18日(水) 

20日(金) 

27日(金) 

全但春季総体 

PTA総会・PTA教育講演会 

第１回定期考査 20日（金）まで 

代休 

生徒会選挙 

生徒大会 

 

 着任式・前期始業式 4月8日(金) 

 ○場 所 ： 本校 第１体育館 にて 

新たな先生方を迎え、新年度がスタートしました。 

着任式・前期始業式とも緊張した雰囲気の中で行いました。前期

始業式でクラス・担任の発表を行いました。 

【新たに着任された職員】 

氏 名     部 署 

田畑 吉三 校長  

田村 晋哉 国語 １年２組担任 

西村 侑樹 商業 生徒指導部 

古泉 竜太 数学 教務部 

北澤 昇平 理科 総務部 

谷  智恵 主任実助 総務部 

西村 尚子 主任実助 教務部 

余田 佳美 主任実助 キャリア教育部 

小﨑 弘士 英語 教務部 

岸本 拓也 保健体育 生徒指導部 

三上 まり子 臨時校務員  

 

 入学式 4月8日(金) 

○場 所 ： 本校 第１体育館 にて 

 

 

 

 

平成28年度入学式を挙行し、新1年次生116名の入学が許可さ

れました。 校訓「志学」のもと、部活、勉強、検定取得など様々なこ

とに挑戦し、自分を見つめ、進路実現に繋げていってください。 

 

 産DAY（1年次） 4月14日(木) 

○総合学科には『産業社会と人間』という科目があります。1

年次に週2時間行われる科目です。この授業では自分の進路に

ついて深く考え、将来、社会人として世の中に貢献できるため

の基礎となる知識や態度を身につけます。そのために、外部講

師を招いて講話を聞く。就業体験を行う。1 分間スピーチや総

合学科発表会で発表するなど様々な活動を行っています。 

○「産ＤＡＹ」とは「産業社会と人間」の概要を理解し、円滑に学習へ

移行する環境を整える、すなわち「産業社会と人間」を 1日（day）まるご

と体験しましょうという日です。 

１ 場 所 本校 多目的教室および第2体育館 にて 

２ 目 的 （１）「産業社会と人間」の概要を理解し、円滑に学習へ

移行する環境を整える。 

（２）高校生に必要なマナーを知り、実践・定着できる姿

勢を身につける。 

（３）キャリア教育・自己特性を知り、活用できる力を養う。

進路実現に向けての意識を高める。 

３ 日 程  

１時間目 
教頭先生の講話・年次主任の講話 

キャリア教育部長の講話 

２時間目 「産業社会と人間」のオリエンテーション 

３・４時間目 
ソーシャルスキル 

   トレーニング 
適性検査 

５時間目 
外部講師 

加藤光恵先生 「マナー講話」 

６時間目 ホームルーム教室にて一日のまとめ 
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  ○見学先                   (敬称略) 

１ 組 ２ 組 ３ 組 

冨士発條 和田山精機 フジッコ 

タジマ食品工業 フジッコ シーレックス 

フジテック 東海バネ工業 誠工社 

多くの企業の皆さまのご協力をいただきました。 

 

 

 

ﾌｼﾞﾃｯｸにて（1組） 東海バネにて（2組） フジッコにて（3組） 

2 年次生がキャリア教育の一環として、地元企業の見学を行いました。

午前中に南但馬、午後に北但馬地域の事業所を見学させていただき

ました。見たことのない大きな機械で、次々と製品が作られていく様は

圧巻でした。また、そこで働く方たちの真剣さを肌で感じることができ、大

きく学びを深めることができた 1日となりました。 

 
 

 

離任式 4月15日(金) 

 ○場 所 ： 本校 第１体育館 にて 

平成 28年度人事異動により、11名の

先生方が離任されました。昨年度まで和

田山高校を支えてきた先生方の生徒に

対する最後の言葉は熱い思いでいっぱ

いでした。2、3年次にとって今までの思い

出がこみ上げてくるそんないい離任式に

なりました。 

式の最後には、大きな拍手と吹奏楽

部による演奏が響く中、全校生で花道を

作り、別れを惜しみました。 

 

【離任された職員】 

氏 名  異動先 

西村 重喜 校長 → 退職 

谷口 正夫 理科 → 退職 

前野 貴行 数学 → 県立日高高校 

戸田 真兵 数・情 → 県立和田山高校非常勤講師 

鳥井 康太 保健体育 → 県立香住高校 

福島 幸代 英語 → 県立生野高校非常勤講師 

吉井 裕子 国語 → 県立但馬農業高校非常勤講師 

宿南久美子 商業 → 県立氷上高校 

西垣 知美 家庭科 → 県立出石特別支援学校 

本谷 年広 商業 → 福知山市立上豊富小学校 

植村 和美 事務職員 → 県立生野高校 

 

＊ホームページ随時更新中。是非覗いてみてください＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL：http://www.hyogo-c.ed.jp/~wadayama-chs/ 

 

 

  

 
 

 地元企業見学（２年次） 4月14日(木) 
   和田山高校の歩み 

  学校行事の様子 

 4月  

          

産DAY（1年次） 壮行会 

     

吹奏楽部 
中庭コンサート 

未成年者飲酒防止 
街頭キャンペーン 

   

校外学習（3年次） 熊本震災復興募金 

ボランティア 
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学校通信のSUIKAZURAは、校章にも描かれてい

る成長力旺盛な常緑のスヒカズラという植物から命名

しました。スヒカズラの萌え上がる形態を、生徒一人ひ

とりの成長に例え、洋々たる前途を祝福するものです。 

その思いをこの学校通信にも込めていきます。 

その思いをこの学級通信にも込めてみました。 

SUIKAZURAの由来 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~wadayama-chs/

