平成29年度第10号

山形県立庄内
農業高等学校

校訓

＜行 事 予 定＞
＜４月＞
1日(日)
(年度末休業)
2日(月)
3日(火)
4日(水)
5日(木) 職員会議
6日(金)
7日(土)
8日(日) 新任式・始業式
入学式
9日(月) (4/8分代休)
10日(火) 課題テスト･対面式
11日(水)
12日(木)
13日(金)
14日(土)
15日(日)
16日(月)
17日(火)

行学一如(ぎょうがくいちにょ)

中学校の皆さん！そして先生方に心より感謝いたします。

1年間の御協力に感謝
「農通通信」の年間を通した教室への掲示や進路指導への活用ありがとうございました。

部紹介

身体計測
部見学
心電図･ 2年進路Ｇ
服装検査

部登録

尿検査・貧血検査

18日(水) 内科検診
19日(木) 1年適性検査

２・３年進路Ｇ

20日(金) 各種委員会
21日(土)
22日(日)
23日(月)
24日(火)
25日(水) 台湾姉妹校来校
26日(木) 分掌目標会議
2年科目選択G

27日(金) ＳＣ相談 職員検診

1年胸部レントゲン

28日(土)
29日(日)
30日(月)振替休日

平成29年度修了式での
梅津教頭による開式の言葉

今年度から、中学生の皆さんにも
本校を知っていただきたく、庄農通
信を作成し、配布してまいりました。
先生方には、教室等への掲示や進
路指導への活用等、趣旨をご理解い
ただき、庄農通信をご利用いただき
ましたことにあらためて感謝申し上
げます。
おかげをもちまして、昨年度まで
3年間に渡り休止していた庄農通信
も、今年度は第10号まで発行する

ことができました。
また、おかげをもちまして、地域
の方々や県外からも、問い合わせが
来るなど、本校の学習活動に関心を
持って下さる方々が増えたことが実
感できる1年間でした。
来年度も、中学生の皆さんの進路
指導に役立てることが出来るよう、
様々な情報を「庄農通信」を通して
発信してまいりますので、ご拝読・
ご掲示いただければ幸いです。

３／１７ Ｈ３０一般入学者選抜結果発表

やったｰ!合格
本校昇降口前で歓喜の声

全国高校選抜大会ウエイトリフティング競技６２kg級

やったぞ！龍聖 銅メダル
佐々木保重先生との二人三脚で掴んだ全国3位の快挙
クリーン＆ジャークでは12選手
中最も重い１２１ｋｇをクリ
アーし、トータル２１４ｋｇで
第３位を獲得しました。
叶野選手は、１年の入部以来、
部員は１名で佐々木先生とはま
さに二人三脚での部活動でした。
佐々木先生は、このたびの人
事異動で鶴岡南高校に転出され
右が第3位 叶野龍聖選手
ますが、まさに最後の大会で恩
返しが
やったぁ！やりました！！
福井県金沢市で開催されてい 出来た
る全国高校選抜大会ウエイトリ 大会に
フティング競技６２ｋｇ級で、 なりま
本校2年叶野龍聖選手(藤島中)が した。
第3位銅メダルを獲得しました。 良く、
二人三脚
スナッチで９３ｋｇと自己ベ 頑張っ
佐々木先生と龍聖君
ストには届きませんでしたが、 た。

合格発表当日の本校昇降口前

3月17日、一般入学者選抜の合
格発表が推薦とあわせ本校の昇降
口前で行われました。
来年度の合格者は65名と、今
年度の53名を大きく上回りまし
た。中学生の皆さんには、人生最
初の関門になるわけですが、発表
を見に来た生徒さんや家族の皆さ
んの中には、自分の受験番号を見
つけて歓声を上げる方、記念写真
を撮る方、電話連絡する方など、
毎年見る光景ではありますが、合
格者の喜びが伝わり、こちらまで
うれしくなる瞬間でした。
新入生の皆さん、皆さんが入学
してくれることを心待ちにしてい
ます。 合格おめでとう！
入学式で合いましょう！！

３・２３ 平成２９年度離任式 13人の先生方が退職・転出

感謝を込めて！さようなら
大変お世話になりました。お元気で！私たちも頑張ります。

校長による離任者紹介

このたびの人事異動でご退職・ご
転出される先生方の離任式が平成29
年度の修了式に引き続き行われまし
た。今年は、ご退職させる梅津教頭
先生をはじめ、13名の先生が異動に
なりました。異動される先生方は、
お一人お一人、生徒諸君に心の温ま
るご挨拶をしてくれました。
先生方も生徒諸君も、目には光る
ものがあり、先生方と過ごした本校
での日々を振り返りながら、名残お
しい気持ちを残して離任式を終えま
した。
大変お世話になりました。そして、
本当にありがと
うございました。

教頭 梅津銀也 先生 ご退職
（※再任用で酒田西高校へ）
農業 佐藤 敬
先生 ご退職
保体 佐々木保重先生 鶴岡南高通信へ
国語 加藤美喜夫先生 庄内総合高校へ
家庭 本間智子 先生 鶴岡南高校へ
音楽 増子 牧 先生 鶴岡工業高校へ
農業 宇野直之 先生 ご退職
理科 小藤弘美 先生 霞城学園高校へ
数学 池野 輝 先生 山形南高校へ
養教 櫻井夕己 先生 田沢小学校へ
保体 松本誠也 先生 庄内総合高校へ
事務 去渡大貴 主事 庄内教育事務所
司書 堀 千明 先生 南陽高校へ

庄農生の活躍！良く頑張った

栄光を讃えて！
県教育委員会主催

高校生節電コンテスト

第3位
県教育委員会が主催する県
立高校による高校生節電コン
テストにおいて、本校の取り
組みがみごと第3位に輝きま
した。農業を学ぶ者として、
エコは必須です。
これも、生徒・職員一丸と
なって節電に取り組んだ成果
です。今後も継続して取り組
みましょう。

離任者登壇
離任者の挨拶

賞状を授与される石井生徒会長

山形県立庄内農業高等学校音楽部第64回定期演奏会

アットホームな音楽会
部員の家族や卒業生とともに手作りの「あったかーい」時間を

離任者紹介
駆けつけた卒業生

必見！ 庄農生の学習内容を紹介

庄農スタイル！

春の実習始まる

本校で１２月に産まれた子豚た
ちも、もうすでにこのサイズ！
高校生の成長も早いですが、産
まれて６ヶ月で出荷される豚の成
長スピードにも驚かされます。
しかし、外気温４℃の中、半袖
ポロシャツで作業する生徒の姿に
も驚かされます。
今回、農場実習の１つである
「畜産」を初めて担当した生徒は、
春ゆえの慌ただしさを感じながら
一生懸命実習をしておりました。

て間もないということですが、
今後がとても楽しみです。
書道部とのコラボでは、最後
のステージを飾った今年卒業し
た遠田響先輩のまさしく「魔
法」のような迫力のある書に一
同圧倒されました。
今回の定期演奏会は、庄農う
みんなで作り上げた音楽会
どんを休憩に食べて頂いたり、
花卉販売があったりとアット
３／２１（水）第６４回定期
ホームな会となりました。
演奏会が本校コモンホールで開
小さなお子様からご家族、地
催されました。
域の方々、卒業生から大勢ご来
今回は、本校の音楽部に加え、 場いただき本当にありがとうご
音楽部の卒業生や書道部の卒業
ざいました。
生、生徒会執行部や旧職員の力
今後とも庄内農業高校を応援
を合わせ、まさに手作りのあっ
よろしくお願いいたします！
たかーい演奏会になりました。
まずはじめに、卒業生を交え
ての校歌に続き、「デイドリー
ムビリーバー」をダンス入りで
披露！ その後はディズニーソ
ングを少人数ではありましたが、 器楽班の魂の演奏
丁寧に心をこめて歌っているの
が印象的でした。
続いては、楽器班の演奏です。
加藤怜音君が聴いている人の心
を鷲掴みするような魂の歌を２
曲弾き語りました。楽器を始め
合唱の美しい歌声

