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新任式・第１学期始業式
４月８日（月）、新任式及び始業式が行わ
れ、新しく本校に着任された先生方の紹介があ
りました。校長式辞では、新学年がスタートす
るにあたって以下の２つのことについて話があ
りました。１つ目は、進級・卒業に向かって諦
めずに努力を重ねること。２つ目は、昨年度よ
りはじまったコミュニティ・スクールとしての
本校の役割をさらに発展させるため、積極的に
地域貢献してほしいということでした。２年生
は新しいクラスに慣れ、３年生は自分の進路実
現に向かって頑張っていきましょう。
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68名の新入生を迎えて

４月９日（火）に平成３１年度入学式が行わ
れ、新たに６８名の新入生が加わり、九十九里
高校は全校生徒２０５名になりました。校長先
生や来賓の方々から、祝辞をいただき、自分の
進路実現に向かって努力し、コミュニティ・ス
クールの一員として積極的に地域貢献してほし
いという激励のお言葉をいただきました。何事
にも真摯に取り組んでほしいと思います。
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新入生代表挨拶をする石井
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離退任式

お世話になった先生方とのお別れ

４月１２日（金）５限に離退任式が行われま
した。１３名の先生方が離退任され、式には、
前校長の河野千津子先生をはじめ５名の先生方
がお見えになりました。生徒に向けてのエール
や生徒と過ごした思い出等をお話されていまし
た。生徒会長の齋田 葵さん（成東東中学校出
身）が生徒を代表して感謝の言葉を述べ、生徒
会役員から花束を贈呈しました。

生徒会長齋田 葵さん（成東
東中学校出身）による挨拶

生徒会役員から先生方に
花束を贈呈

河野千津子前校長から代表
のお言葉をいただきました

離退任される先生方を大
きな拍手で見送りました
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進路講演会 高校生活ですべきこと
４月２２日（月）６限に、１年生を対象に進
路講演会を実施しました。講師として、進路ア
ドバイザーの川島真人先生をお招きし、高校時
代の重要性・進学就職に向けての心構え・高校
生活や卒業後のアドバイス・現代の社会状況・
働くことの意義など、多岐にわたる貴重なお話
をいただくことができました。参加した１年生
は、真剣な表情で講話に耳を傾け、メモをとる
などして自分の将来や現段階で何をすべきかな
どについて考えることができ、とても実りのあ
る時間となりました。これからの高校生活にお
いて、どう過ごしていくべきかをしっかりと考
えていってほしいと思います。

講師の川島真人先生と真剣に話を聞く１年生

着こなしセミナー

正しい制服の着こなし

４月１１日（木）５限に、１年生を対象に着
こなしセミナーを実施し、講師に本校の制服の
デザインを担当してくださった、株式会社明石
スクールユニフォームカンパニーの岡﨑愛美
様・保坂友梨様をお招きし、制服を作っている
プロの観点から、私服と制服の違い・TPOにあ
わせた服の着こなし・制服を着る意義・正しい
制服の着こなし方などについてお話をいただき
ました。正しい制服の着こなし方を身に付け、
伝統ある九十九里高校の生徒として恥ずかしく
ない学校生活を送っていってほしいと思いま
す。

講演の様子

生徒大会

着こなしモデルの
生徒たち

皆が学校で快適に過ごすために

４月２５日（木）６
限、生徒大会が開かれま
した。生徒会役員や議長
を中心に、平成３０年度
の活動・会計報告や平成
３１年度の予算審議、生
徒からの要望への回答な
どが行われました。今後
も本校をより良くするた
め、生徒会役員を中心と
した活動を期待します。

左から議長３年木村
希々子さん、副議長
３年筒井智也君

対面式・部活動紹介
九十九里高校の様子

４月１０日（水）対面式にて、１年生は初め
て２・３年生と顔合わせをしました。在校生代
表の生徒会長齋田 葵さん、新入生代表山本 優
芽君からそれぞれ挨拶がありました。
部活動紹介では、運動部・文化部・同好会合
わせて２０団体の紹介が行われました。運動部
はバスケットボール部やバドミントン部が練習
風景の実演、文化部は作品の発表などを交えな
がら、団体によってはユーモア溢れる発表をし
ました。箏曲部は、「涙そうそう」を先生を含
め計４名で演奏していました。中学校の部活動
を継続する人、新しい部活動にチャレンジする
人、それぞれだと思いますが、部活動をするこ
とで高校生活をより有意義なものにしていって
ほしいと思います。

課題テスト～成績優秀者～
英語 [第１回 ４月１１日（木）実施]
[満点]
１年１組 吉野 春人（東金西中学校出身）
２年１組 今井 遥（東金東中学校出身）
２年１組 内山 実佑（白里中学校出身）
[９５点]
１年１組 石井 乃愛（東金西中学校出身）
１年１組 田中 美亜（東金中学校出身）
１年２組 飯岡 波琉人（東金西中学校出身）
１年２組 佐藤 梨央（東金中学校出身）
１年３組 藤平 翔（増穂中学校出身）
１年３組 松尾 彩羽（大網中学校出身）
１年３組 宮田 麻衣（東金中学校出身）
２年２組 岩田 章（東金中学校出身）
２年２組 小澤 真弥（成東東中学校出身）
２年２組 佐藤 怜奈（九十九里中学校出身）
２年２組 吉田 菜々（東金中学校出身）
２年３組 山本 純菜（九十九里中学校出身）
３年１組 飯高 敏総（九十九里中学校出身）

国語[第１回 ４月１１日（木）実施]
[満点]
３年３組 髙橋 咲衣（東金中学校出身）
[９０点以上]
２年１組 今井 遥（東金東中学校出身）
３年１組 飯高 敏総（九十九里中学校出身）
３年１組 松尾 颯弥（東金中学校出身）
３年３組 齋田 葵（成東東中学校出身）
今回の課題テストで高得点を取れた皆さん、日
頃の努力の成果です。新年度の好スタートを機
に、次回も頑張りましょう！
毎日の学習を継続することが必ず大きな結果に
結びつくので、ここに掲載されなかった生徒の
皆さんも次回以降勉強して、自分の進路実現や
知識の定着を図ることのできるよう頑張りま
しょう！

