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平成２７年１２月１日発行
平成２７年の１２月を迎えて
校長

梶尾

勝則

平成２７年もいよいよ最後の月の１２月を迎えました。今学期の大きな行事もその多くが終了しました。
先日の強歩大会、大変お疲れ様でした。
男女とも１６ｋｍという距離は、多くの生徒にとって、すごく長く感じる距離ではないのかと思います。
そんな中、当日は天候にも恵まれ、大きな事故等もなく、多くの生徒が完走し、無事終了できたことは、大
変うれしく思います。
長距離走を通して、自分の限界に挑戦することは、心身を鍛える上で、大いに意義あることであります。
もちろん、怪我、体調、事故等に十分注意を払った上での話になりますが、その意味において、今回の皆さ
んの頑張りは、大変素晴らしかったと思います。本当にお疲れ様でした。
また、１１月２１日（土）
・２２日（日）には、産業教育フェアが大宮ソニックで開催され、本校からも多く
の生徒が参加してくれました。
総合開会式では、３年３組の 森田 蒼生 さんと３年５組の 福田 惇史 さんの２名が総合司会を務め、県教
育委員会の 関根 郁夫 教育長をはじめ、各学校の先生方を中心とした実行委員会役員等の主催者に加え、県内
企業等の代表取締役などの多数の来賓の方、さらにはフェアに参加する各学校の代表生徒たちなど、多数の来
場者を前に、大変堂々とした進行役で、開会式を見事にリードしてくれました。
また、展示場のブースでは、
「ラッピング・名刺・うちわ作成」
「ペーパークラフト体験」
「パソコン入力コン
テスト」「ポケットティッシュデザインコンテスト」等に本校生徒が多数参加・協力していただきました。
この産業教育フェアは、産業教育に対する県民の意識の向上を図り、もって本県産業教育の推進・発展を目
指すとともに、農業・工業・商業・家庭・看護・福祉の各専門高校の教育活動を広く県民に理解してもらおう
とするものであります。
その意味において、本校の多くの生徒がこの産業教育フェアに参加・協力してくれたことは、本県産業教育
及び専門高校への理解推進に大いに貢献するものでありました。
心から感謝をいたします。ありがとうございました。
さて、話は変わりますが、皆さんに私から幾度となく、また、生徒指導の斉藤先生からも重ねて話をさせて
いただいており、何度も皆さんに同じ話をしたくはありませんが、相変わらず学校に苦情の電話がなくなりま
せんので、皆さんに改めて話をさせていただきます。
何かと言うと、交通マナーについてです。特に自転車の乗り方について改めてお願いをします。自転車の交
通マナーについては、６月の朝礼で、道路交通法が改正され、危険行為に対する取り締まりが大変厳しくなっ
た旨話をしました。
１２／１で道路交通法が改正され半年が経ちました。
危険行為を繰り返した場合には、講習が義務付けられたり、罰金が科せられたり、大変取り締まりが厳しく
なっています。
危険行為とは、信号無視、携帯電話を使用しながらの事故、一時停止違反、ブレーキのない自転車運転、路
側帯の歩行者妨害など１４項目あります。
最近特に学校に苦情をいただく内容は、右側通行、並列走行：横に並んで走ることです、及び歩行者の妨害
等です。加えて、注意をされた時の対応、注意に従わなかったり、無視したり、暴言を吐いたり等での苦情も
あります。
先日も本校生徒が登校途中に他の自転車と接触する事故もありました。
皆さんは、学校外になると、気が緩んで、注意力が散漫になる傾向があるような感じがしますので、自転車
のハンドルを握っている間は、集中力を切らさず、繰り返しになりますが、事故を起こしたり、道路交通法を
守らなかったりすることのないよう、是非お願いします。
１２／８（火）からいよいよ期末考査が始まります。
平成２７年の締めくくりのテストとして、皆さんの頑張りを期待します。

修学旅行

１０／６（火）～９（金）

の 3 泊 4 日の行程で長崎県での修学旅
行が行われました。長崎市内では平和
記念公園での平和学習を行いました。
さらに異国情緒溢れる長崎市内での班
別による散策を楽しみました。本校の
修学旅行の特色である、地元の一般家
庭に宿泊させていただきました。漁業
をはじめとするさまざまな体験学習や普段と違った生活体験の時間を過ごしました。
スピーチコンテスト

準優勝・3 位入賞！おめでとう！

１０／２８（水）第４１回埼玉県商業高等学校英語
スピーチコンテストに出場しました。
スピーチの部 ３－４ 原口 紗希さん 準優勝
暗誦の部
２－６ 吉田 岬くん
第3位
英語科 小林先生の熱心な指導の下、素晴らしい成
績を収めました。
１１／４（水）表彰式では二人にコンテストさなが
らにスピーチを披露してもらいました。

【準優勝

原口さん】

【第３位

吉田くん】

翔鴎祭
１０／３０（金）～３１（土）
に行われた今年度の文化祭。今
年は 1200 名を越えるお客様
に来校していただきました。
オープニングセレモニーでは、
クラス対抗のトレーナーファッ
ションショーでクラスごとの団
結力をＰＲしました。
各クラス・団体の積極的な取
組のおかげで大盛況の 2 日間と
なりました。

埼玉県産業教育フェア

１１／２１（土）～２２（日）さいたま市大宮ソニックシティをメイン会場に

開催されました。このイベントは、県内の専門高校が一堂に会して日頃の学習の成果
を発表するものです。イベントの運営は県内の専門高校生が行っており、開会行事は
大宮ソニックシティ市民ホールで行われ、開会式の総合司会を３－３森田蒼生さんと
３－５福田惇史君の二人が務めました。あわせてイベントスタッフとして多くの生徒
が参加しました。
ポケットティッシュコンテストにおいて、埼玉県産業教育振興会長賞に３－３濱岡
さくらさん、広沢園優秀デザイン賞に３－４保坂明里さんがそれぞれ入選しました。 【↑夢のコラボです！】
パソコン入力コンテストに出場したパソコン部は団体５位、個人で３－６刈谷 司君がそれぞれ入賞しました。
期間中は「八ッピー」と埼玉県の公式キャラクター「コバトン・さいたまっち」がフェアを盛り上げました。
２学期・3 学期の予定
八潮市青少年の主張 １１／１４（土）
期末考査
12/8(火)～11(金)※献血
進路体験談
12/14(月)
優良賞 １－６ 西村 綾乃さん
防火防災訓練
12/18(金)
２－３ 原 良磨くん
スポーツ大会
12/21(月)～22(火)
◇当日の司会を３－６穴澤 輝君が務めました。◇
終業式
12/24(木)
高校生ビブリオバトル２０１５ １１／１５（日）
始業式
1/8(金)
3 年学年末考査 1/26(火)～28(木)
３－６ 穴澤 輝くんが出場しました！
3 年特編（返却・学年集会・LHR など）1/29(金)
「ビブリオバトル」
：参加者同士で本を紹介し合い、
情報処理検定 1/24(日)・簿記検定 1/31(日)
最も読みたいと思う本を投票で決める催しです。
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四市大会優勝おめでとう！（2 年ぶり 7 回目）
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二回戦 八潮南 １－４ 浦和学院
女子 一回戦 八潮南 ０－５ 埼玉平成
東部地区団体戦
男子 一回戦 八潮南 ４－１ 越谷東
※男子Ⅱ部リーグ
二回戦
１－４ 昌平
二部リーグ残留
女子 一回戦 八潮南 ２－１ 羽生第一
※女子トーナメント
二回戦 八潮南 ０－３ 春日部女子 ベスト１６
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ソフトテニス部
新人大会東部地区予選会（団体戦） １０／２（金） 会場：久喜総合運動公園庭球場
一回戦
八潮南 ２―１ 草加西
二回戦
八潮南 １―２ 昌平
敗者復活戦 １―２ 羽生第一 県大会出場ならず
新人大会県大会（個人戦） １１／８（日） 会場：大宮第２公園庭球場
新村 咲樹（２の６）・稲木 由姫奈（２の６）組（八潮南）１―４ 埼玉平成
バスケットボール部

会場：女子・三郷高校

女子：１１／１（日）一回戦
男子：１１／８（日）一回戦
剣道部

八潮南
八潮南

県個人戦

１１／

県団体戦

１１／２２～

サッカー部

７（土）

男子・吉川美南

４５－ ７０
５０－１１７
３名出場

春日部女子
春日部

初戦敗退

男子（八潮高と合同） ０－３
女子（幸手桜高と合同）０－５

東部支部地区大会グループリーグ

会場

浦和商業
埼玉栄

サッカー部

松伏／越谷南／草加東

１０／２５（日）第１試合 八潮南 ２－１ 白岡
◇得点（関口、金子）
１１／ ３（火）第２試合 八潮南 ４－１ 春日部工業 ◇得点（戸塚、熊谷、中山、佐久間）
７（土）第 3 試合 八潮南 ０－１ 越谷総合技術
◇グループリーグ 2 位通過・決勝トーナメント進出決定！
吹奏楽部・演劇部

１２／２４（木）クリスマスコンサート＆クリスマス公演

【野球部・齋藤監督 談】
◇表彰式◇
11 月 1 日より行われた四市高校野球大会において、2 年ぶり 7 回目の優勝を果たすことができました。
優勝を目標においていたので“この瞬間”は何とも言えない達成感がありました。
勝因は一言で言うと「堅守」です。全ての試合が苦しい展開だったのでバッテリーを中心に粘って粘って
ディフェンスで崩れることなく守りきりました。今まではミスで失点することが多かったので、選手の成長
を感じられる大会になりました。
次は＂足と打撃力＂に磨きをかけ、２０１６年・夏に奇跡を起こせるよう日々の練習に取り組み、皆さん
に応援してもらえるチームになるよう顔晴（頑張）ります。

会場：５Ｆ音楽室

○演劇部公演「博士とクリスマス」 町長から「雪を降らせる機械」の開発を依頼された（自称）天才博士・
大木と周囲の人間によるクリスマスの日に起きたコメディ･ストーリー。
○吹奏楽部 クリスマスコンサート
【演奏曲目】 ♪「青いベンチ」サスケ ♪「恋する季節」ナオト・インティライミ
♪「ウィンター・ワンダーランド in Swing」
３年生が引退してから初公演になります。１６名と少人数ですが、心が温かくなる曲を３曲演奏させて
頂きます。是非聴きに来てください。

東部支部地区大会グループリーグでは 2 勝１敗の成績を収め、決勝トーナメント進出を

決めました。サッカー部顧問

飯笹先生・武藤先生にサッカー部の様子についてお話をいただきました。

八潮南高等学校サッカー部は 2 年生 6 名、1 年生 17 名、マネージャー2 名の計 25 名で活動しています。
「自分に打ち勝つ」
「走り負けない」をテーマに日々練習に励んでいます。先日行われた東部地区新人大会
ではサッカー部創部から初めて公式戦で勝利することができました。今までは公式戦で勝ちきれず、もどか
しい日々が続きましたが、基礎練習・走り込み・体幹強化等、基礎から徹底的に鍛えなおした結果、嬉しい
初勝利に繋がりました。ひとつの目標をクリアできたので、今後はさらに上の県大会出場を目標に、引き続
き皆さんから愛される部活を目指して頑張っていきます。今後とも宜しくお願いします。
【飯笹先生・武藤先生 談】
◇３年生が引退して新チームが始動しました。そんな中、多くの部活動でさまざまな大会での活躍が報告さ
れました。３学期も部活動はもちろん、学校内外の表彰や、生徒会活動・学校行事などでの生徒の皆さんの
活躍をたくさん掲載します。◇

