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第 回生の皆さん、卒業おめでとうございます。
北高での 年間はいかがでしたか。学業や部活
動等を通じて幾つもの出会いや貴重な経験、体
験ができたことと思います。卒業を機に新しい
人生が始まりますが、これまで培ってきた自分
自身の基礎の上に、さらなる成長を期待してい
ます。そこで人生の先輩として卒業生の皆さん
に次の言葉を贈ります。
目標のないところに努力なし、努力ないとこ

ろに成果なし、成果ないところに成長なし 人
間の魅力は何かに向かう行動や意識によって変
化していくものです。是非、社会に貢献できる
魅力ある人となって下さい。
最後に、柴田校長先生をはじめ諸先生方には、

生徒達への深い愛情と温かいご指導をいただき、
心より感謝申し上げます。
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　昨年８月20日～21日に、第60回
全国高等学校ＰＴＡ連合会大会が日
本武道館及び東京大学安田講堂他で
行われました。
　「人間力を育てて作ろう大きな輪」
をテーマに、永田会長他３名が出席
しました。
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さらなる成長を

会長 永田 善夫

私が生まれるずっと前に祖父母は亡くなっ
た。だから祖父母の顔は知らない。だが、祖父
母がいたからこそ、私は今生きている。
昔は、例えば商人は先祖代々の信用を受け継
いで、同じ屋号で商売をした。庄屋さんは農地
だけでなく小作人も先祖から受け継いだ。
多くの人が先祖を意識しながら生き、同時に、
自分では家柄や身分を変えることができない苦
しみも味わっていた。
今は、努力すれば自分の希望する大学に進み、

自分の生き方を切り拓くことができる。だが、
一方で、先祖から受け継がれた命であることを
意識する機会が減ってしまった。
疫病や災害や戦争を乗り越えてたくましく生
き延びてくれた先祖がいたから、今の自分が存
在する。このことに思いを馳せ、命をつなぐこ
との意義を、保護者の皆さんと教職員とが一体
となって教育したいと、私は思う。
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命をつなぐ

校長 柴田 良枝

今年度も各委員会のご協力の下、 回の防犯立哨活
動を行うことができました。その内の 回は初めてボ
ランティアを募り実施しました。暑い時期、寒い時期
での立哨活動は大変でしたが、その中で生徒たちと交
わすあいさつは楽しいものでした。一年間ありがとう
ございました。
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委員長 青木善昭

今年は天気にも恵
まれ、 年ぶりのク
リーン活動を行うこ
とができました。花
壇の花植え作業、校
内や学校周辺の掃除
等、環境整備に貢献
できたことを嬉しく
思います。
事前準備をしてい
いただきました先生
方や生徒のみなさん、
当日ご協力を頂きま
した皆様、ありがと
うございました。
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委員長 高見由紀子

皆様のご協力のもと めぶき 号 号を発行する
ことが出来ました。子ども達のパワーあふれる姿・満
面の笑顔をお伝えしたいと取材してきましたが、私達
の方が楽しませてもらいました。広報は委員同士が顔
を合わせる機会も多く、チームワーク良く楽しく活動
させて頂きました。一年間ありがとうございました。
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委員長 鳥巣美恵子

体育委員会の本年度の活動として、ソフトミニバレ
ーボール大会を実施しました。大会の目的でもある、

会員の親睦及び、先生方との交流も図れ、和気
あいあいの雰囲気の中で怪我もなく開催できたことを
感謝いたします。次年度も会員の皆様に喜んでいただ
けるよう、体育委員一同頑張ってまいります。
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委員長 保田浩嗣

今年度は、新しい空調設備が導入されました。猛暑
の中、生徒の皆さんはより快適な環境で勉強に取り組
むことが出来たことと思います。
進路学習会では、昨年度好評であったマネープラン
の話を取り入れました。今後も、先生方や委員の皆様
と協力してサポートしていきたいです。一年間ありが
とうございました。
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委員長 城庵真由美



部活動紹介部活動紹介部活動紹介
陸上部　　　　　　　 愛知県大会出場
ソフトテニス部（男）　愛知県大会出場
ソフトテニス部（女）　愛知県大会出場
サッカー部　　　　　 愛知県大会出場
バレーボール部（女）　愛知県大会出場
ハンドボール部（男）　愛知県大会出場

水泳部　　　　　　　 愛知県大会出場
ボート部　　　　　　 　全国大会出場
弓道部　　　　　　　 愛知県大会出場
カヌー　　　　　　　 　全国大会出場
吹奏楽部　　　　　　 愛知県大会出場

優秀賞
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