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皆さん、改めましておはようございます。
私はかつて、平成１４年４月から４年間、本校に勤務し、平成１８年３月に卒業生を送り出しました。
先日、新聞で私の名前を見つけた卒業生からお祝いの電話をいただきました。「先生、おかえりなさい」
と言っていただいたのが嬉しかったですね。
さて、１学期のスタートにあたり、私の考えや思いを伝えたいと思います。
私は、皆さんに「幸せ」になってほしいと思います。何をもって「幸せ」と考えるかについては、また
後日お話をしたいと思いますが、「幸せ」になるためには日ごろの心構えが大切であることに変わりはあ
りません。
私はその心構えを表しているのが、本校の校訓「勉学

誠実

実行」ではないかと思っています。

第３６回入学式が平成３１年４月８日（月）、本校体育館に
おいて挙行されました。真新しい制服に身を包んだ２４０名の
新入生の高校生活がスタートしました。
高校生活への決意あふれる新入生代表の宣誓に大きな拍手が
おきました。式後には部活動有志による校歌紹介が行われ、新入生の入学を祝福しました。

対面式
入学式翌日（４／９）は、在校生と新入生の顔合わせである
生徒会主催の対面式が行われました。新入生は緊張の中、
在校生は緊張半分、先輩としての自覚を感じている様子でした。
この対面式を終え、新入生は八潮南高校の正式な一員になりました。

部活動紹介
４月１０日（水）部活動紹介が行われました。運動部・文化部合わせて２５の団体が、１年生に向け、
部活動の特徴や練習内容を紹介しました。

「勉学」が意味するのは、ただ単に良い成績を修めることに留まりません。現在のような変化の激しい社
会では、今学んでいる知識や技能は、もしかすると、すぐに古くて時代遅れになってしまうかもしれませ
ん。大切なのは、生涯にわたって学び続けることです。一歩一歩積み上げていってください。
そして「誠実」に生きていれば、人から信用され、様々なチャンスが巡ってくるでしょうし、また、ど
んなに困った時でも必ず誰かが声をかけてくれると思います。
「誠実」は人生の成功のカギだと思います。
また、どんなに素晴らしい目標や計画を立てても、勇気を出して一歩踏み出し、最後までやり抜く「実
行」が伴わなければ、幸せは手に入りません。年度が始まるに際して、改めて「勉学 誠実 実行」の意
味を考えてほしいと思います。
さて、４月１日に新しい元号「令和」が発表されました。あと１か月もしないうちに、
「平成」から「令
和」に移ります。新しい「令和」の時代を迎え、八潮南高校がますます発展していくことを心から願って
おります。
最後に１つお願いがあります。
３年生は覚えていると思いますが、平成２９年１０月に、当時１年生だった本校女子生徒が交通事故に
遭い、尊い命が失われるという痛ましい事故が起きました。生きていれば、３年生としてこの場にいたこ
とと思います。もう二度とこうした悲しい思いはしたくありません。自分がルールを守って運転していて
も巻き込まれてしまうことがあるのも事実ですが、交通事故、特に自転車の事故には十分に気を付けてほ
しいと思います。誰一人欠けることなく、３年生は３月の卒業式を迎えられるよう、２年生は３年生に進
級できるよう、しっかりと高校生活に臨んでほしいと思います。

毎

８ の つ く 日 は
「ノーチャイムデー」
月

情報モラル講演会
４月１１日（木）情報モラル講演会が行われました。ＫＤＤＩより講師の方をお招きし
ＳＮＳをめぐるトラブルや、スマホ依存症など高校生に起こりやすい実例をもとに、
被害者にも加害者にもならないためのポイントや、万一トラブルに巻き込まれてしまった場合の対処法
を学びました。

１学期の予定
ＰＴＡ総会
５/１８(土)
中間考査
５/２０(月) ～ ５/２２(水)
生徒総会
５/２２(水)
内科検診
５/２３(木)
遠足事前指導
５/２３(木)
遠足
５/２４(金)
ゴミゼロ運動
５/２６(日)
体育祭予行
５/３０(木)
体育祭
５/３１(金) ※体育祭雨天の場合は平常授業
体育祭予備日
６/ ４(火)
保護者面談
６/ ５(水)～６/１１(火) 短縮４０分午前授業
市民授業公開
６/ ８(土) 月曜③④⑤⑥
※６／１０（月）は振替休日
午前授業
７/ １(月) 午前授業５０×４（金曜③④⑤⑥）
期末考査
７/ ２(火)～７/ ５(金)

部活動 大会報告
バドミントン部

県大会出場おめでとう！

高校総体東部支部予選会 団体戦（４／１４～４／１６）
＜女子＞
１回戦 八潮南高校 ２－０ 羽生第一高校
２回戦 八潮南高校 ２－１ 昌平高校（県大会出場決定）
３回戦 八潮南高校 １－２ 鷲宮高校 ◆順位決定戦 八潮南高校

１－２

久喜高校

団体戦メンバー
柳田・小池・石丸・岩谷・成田・秋元・真本
羽生第一にはスレートで勝利をあげましたが、昌平にはファイナルゲームまで持ち越してしまいまし
た。後１点取られたら負けるという状況下で、勝ち抜くことが出来ました。練習中に足の怪我をして
しまった部員がおり、正規の団体メンバーでない状態での試合でした。初心者から始めたダブルスペ
アが緊張感いっぱいの中、落ち着いたプレーを見せ、県大会の出場を決めました。団体戦メンバーで
ない部員の応援の力もあってのことでした。女子バドミントン部がより一層一丸となることができま
した。
顧問 本間・手島・藤松

ラ グ ビ ー 部
関東大会県予選（４／１４）、国体東部地区予選（４／２７）
＜結果＞
・関東大会県予選一回戦（４／１４）
東部合同
７ － ４７ 春日部高校
・国民体育大会埼玉県地区予選一回戦（４／２７）
東部合同
５ － ４３ 獨協埼玉高校
関東大会県予選は花咲徳栄・越谷南との合同、新人大会で出場権を得て満を持して臨みましたが敗退。
続く国体地区予選は草加東・草加西・鷲宮との大連合を組んで挑むも力及ばず。合同チームとしては
２大会連続で勝利から遠のいています。日頃の練習の成果を出し切ることができなかった悔しさを、
６月のセブンス（七人制）大会につなげて精進致します。
顧問 土谷・尾﨑

男女バスケット
部

関東大会埼玉県東部支部予選会（４／２８）
＜男子＞ 越ケ谷高校
９８ － ８９ 八潮南高校
＜女子＞ 越ケ谷高校
９４ － ６７ 八潮南高校
これまで練習してきたことを十分に発揮できた試合内容であり、選手たちは最後まで集中を切らさずに
戦ってくれました。しかし、あっと一歩のところで勝利をつかみとることはできませんでした。
３年生は残すところ、６月のインターハイ予選が最後の大会となります。これまで目標としていた県大
会出場に向け、チーム一丸となり頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
男子バスケ部顧問 女子バスケ部顧問

陸 上 競 技 部

県大会出場権獲得おめでとう！

学校総合体育大会東部地区予選会
＜県大会出場者＞
女子円盤投げ・・・20ｍ81
１１位
宮田 美綺（２年４組）
男子 5000ｍＷ・・・30 分 42 秒 97
９位
渡部
礁（２年１組）
男子やり投げ・・・44ｍ99
４位入賞 小谷 涼介（３年１組）★自己ベスト
41ｍ46
６位入賞 中嶋 亮太（３年１組）★自己ベスト
37ｍ84
１２位
小澤 嘉葵（１年６組）
４月１９日（金）～２１日（日）の３日間、しらこばと運動公園陸上競技場にて平成３１年度陸
上競技学校総合体育大会東部地区予選会に参加してきました。結果は記載の通りです。自己ベス
トが出たものが多く、尚且つ個人種目において３種目５名の生徒が出場を決めることができまし
た。３年生を中心に、この大会に向けて普段の練習を丁寧に積み重ねてきた結果が出たと思いま
す。今後は、５月の県大会に向けて個人種目・リレー種目に取り組んでいきたいと思います。ま
た、１年生も多く入部したので、部全体で盛り上げていきたいと思います。
顧問 矢島・江頭

硬式テニス部

県大会出場権獲得おめでとう！

学校総合体育大会テニス競技
【東部地区個人戦】
<男子> 穴澤 魁（３－６）ブロック２位 本戦出場
清野 遥紀（３－２）ブロック４位
<女子> 北條 葵 （３－４）地区２２位 県大会出場
尾崎 美雪（３－１）地区２３位 県大会出場
【東部地区団体戦】
<男子> 八潮南高校 １ － ２ 草加南高校
<女子> 県大会出場決定！

竹内

瑠嗣空（３－２）ブロック３位

男女バレー部
東部支部春季大会（４／２０）
＜男子＞八潮南高校
０
＜女子＞八潮南高校
２
八潮南高校
０

－
－
－

２
０
２

三郷工業技術高校 （１９－２５／２０－２５）
八潮高校
（２５－１２／２５－１３）
昌平高校
（１０－２５／１３―２５）

近隣でよく練習試合をやらせていただいている高校と公式戦で対戦し、やりづらさがあったものの、
生徒はよく頑張りました。次は三年生の引退試合になります。後悔のないよう日々練習に打ち込ま
せます。応援よろしくお願いします。
男子バレー部顧問 女子バレー部顧問

硬 式 野 球 部
平成３１年度 春季埼玉県高校野球大会
１回戦
八潮南高校
地区代表決定戦
八潮南高校

東部地区予選（４／１０～４／１５）
６ － ２ 越ケ谷北高校
０ － ７ 叡明高校
(７回コールド)

代表決定戦では、前半互角の展開に持ち込むことができ、夏の選手権大会に向けて、終盤勝負で勝ち
越せるようなチーム作りを選手たちとしていきたいです。
顧問

多田・鈴木・青木

