八高だより

配布用のプリン
トもご利用下さい。

中高連絡協議会

～チェンジはチャレンジから～
第２学年北海道修学旅行

☆防災 避難訓 練が行 われ 警報と 緊急
放 送の後 、各教 室から グラ ウンド へ避
難 、全員 が集合 してい るこ とを確 認し
ま した。 南但消 防本部 の方 から但 馬地
域 の防災 の在り 方、ま た「 皆さん が都
会 に出た ときな ど、地 震に よる災 害で
も 、津波 により 被害が 出る 場合、 建物
の 倒壊に より被 害がで る場 合、火 災に
よ り被害 が出る 場合な ども あり、 一人
一人の判断が大切である。
」など指導を
受けました。
☆ ＡＬ Ｔの スペ ンサ ー先生 が７ 月で
離任されることに
なり、離任式が行
われました。日本
語も堪能な先生で
すが英語で挨拶さ
れました。

☆今年は 人の実習生を迎えて教育
実習が行われました。地歴公民・数学・
理 科・家 庭・保 健体育 ・英 語の各 教科
で ２週間 または ３週間 の短 い期間 でし
た が、精 一杯の 取り組 みが 行われ まし
た 。本校 生も緊 張した 若い 先輩か ら学
ぶことは多かったと思います。

頑張る生徒活動の記録
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Ａ４

６ 月 ９ 日 月( か) ら ３ 泊 ４ 日 で 北 海 道
修 学旅行 を実施 しまし た。 北海道 の大
自 然に触 れ、豊 かな食 文化 を実感 、フ
ァ ームス テイ・ ラフテ ィン グなど を体
験 しまし た。他 にも札 幌班 別行動 ・施
設 見学な ど盛り だくさ んの 内容で した
が 、出発 から帰 着まで 全員 が八鹿 高生
と しての 自覚を 持って 行動 でき、 また
た くさん の方に 支えら れて 充実し た４
日 間を過 ごすこ とがで きま した。 旅行
後 のアン ケート でも「 人と の交流 が楽
しかった」
「北海道への興味・関心が増
した」などの意見が多くありました。

６月 日 月( 第) １学年の出身中学の
先 生方と 本校の 先生方 との 懇談会 があ
り ました 。１年 生の生 活態 度や学 習の
状 況、進 路希望 などの 説明 。その 後公
開 授業が あり保 護者の 方に も参観 して
い ただき ました 。保護 者か らは「 子ど
もたちは落ち着い
て学習に向かって
いるだろうと思っ
ていましたが、実際
に授業を見学出来
て安心しました。」
中学校の先生から
は「時間に余裕があ
りよかった。落ち着
いた雰囲気で授業
に取り組めており
嬉しく思いました。」
などの感想をいた
だきました。

インフォメーション
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URL:http://www.hyogo-c.ed.jp/~yoka-hs/

Mail: yoka-hs@hyogo-c.ed.jp

FAX 079-662-2178

TEL 079-662-2176
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7/18 終業式,3 年模試
熱中症及び応急処置講習会
21 ＰＴＣＡクリーン作戦
22 １・２年保護者会(～24)
全学年補習開始
24 ＰＴＡ地区別懇談会(和田山)
25 ＰＴＡ地区別懇談会(八鹿)
8/16 ３年模試(～17)
18 １・２年登校日(模試等)
３年模試， 後期補習開始
19 １・２年登校日(模試等)
20 オープンハイスクール
22 就職模擬面接開始
29 ２学期始業式，体育祭予行
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◆兵庫県総合体育大会
○陸上競技部 ハンマー投げ 優勝
田 村 朋 輝 君 や り投 げ 優勝 三 宅 将 史
ｍ 優勝 村上倫太郎君 走高跳び
君
第 ５位 上垣 亮君 ○ソフトテニス部
女子個人戦 第５位 吉田・堀田組 ○卓
球部 女 子 シ ン グ ル ス ベス ト ８ 村 瀬
大
晶 子さん 女子ダ ブルス ベ スト
友・村瀬組 ○バドミントン部 男子団
体 ベスト
◆陸上競技対校選手権大会 近畿地
区 予 選 会 ハ ン マー 投 げ 第 ４ 位 田 村
ｍ 第８位 村上倫太郎君
朋輝君
◆ＮＨＫ杯放送コンテスト但馬・西
播・中播地区大会 ○放送部 アナウン
ス部門、朗読部門、ラジオドラマ部門、
テレビドラマ部門 以上兵庫県決勝大
会出場
◆全国高等学校総合文化祭いばらき
大会 ○書道部 出品 世登穂乃香さん

7・8 月の主な行事予定

複ふりこが描くリサージュ曲線

☆保 護者のた めの進路 講演会 が、講
師にベネ ッセの山田悠貴氏をお迎 えし
て実施され 名の保護者の方に参加し
ていただきました。〈感想から〉「具体
的な話が 聞けてとてもよかったで す。
不安や心 配だらけですが子どもた ちは
みんなと一緒に頑張って欲しいです。」
☆７月 日・ 日に男子はバスケッ
ト ボール 、女子 はドッ ジボ ールで 、本
校 体育館 とつる ぎが丘 体育 館で球 技大
会 が実施 されま した。 総合 優勝は ２年
６Ｈ、準優勝は３年１Ｈでした。
☆運動 部・文 化部と もに 近畿大 会・
全 国大会 への出 場が相 次ぐ 中、普 通棟
の ３階か ら２階 にかけ て応 援の垂 れ幕
が掲示されました。

・・・Don’t stop learning English.
Use English to share your culture,
and make friends. Use English to
travel and learn new things. Use
English to experience the world.
・・・
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兵庫県立八鹿高等学校 学校だより
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