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副担任

舟越慎也

先生

みなさんこんにちは、新たに２学年に仲間入りした進路室常駐の舟
越慎也です。よろしくお願いします。私のことを皆さんはご存知でし
ょうか？今年度で興譲館３年目に突入しました。
（保体・バレー部）恐
らく知らない人もいるでしょう。ほとんど君たちとは接触を持たない
昨年度でした。私も正直、旧４・５組のメンバーの顔と名前が辛うじ

新２学年担任団「自己」紹介！
先月３月１８日 (金)は、普通科・理数科とも多数の保護者の皆様にご来校頂き、臨時保護者会を
開催しました。実はその日は「県職員の内示」で、１０年目を迎える横山を筆頭に学年団は皆ドキ
ドキした日でもありました。結果、新採で山形南に赴任する堀米先生以外の転勤は無く、また校内
人事でも新２学年団に全員が進級できました。さらには、副担任として新採の中村先生、進路指導
課から舟越先生に加入頂き、さらに若さとパワー、男子力が増強されました。新加入の２人は気合
を入れて、進級組の６人はささやかにコメントを書きました。全２１０名でイイ学年にしようＺ！
ＮＥＷ！

副担任

中村紘二郎

先生

て一致する、くらいです。申し訳ない。でも私は皆さんのことをずっ
と見ていました。そう、進路室の窓からずっと…、登下校の様子を中
心に… 誰と誰が付き合っているかくらいは…（笑） 掃除の時間、なんかでっけぇ高校生いるな
ぁと思ったら、・・・Y くんでした。彼は今、私の母校で頑張っていることでしょう。バスケ部っ
て言ってたっけかなぁ…。楽しみですね～。楽しみといえば、理数科担任の山○先生が、の体が、
どうなってしまうのか非常に興味深いところではあります。ＳＨＲ、車椅子って…。しかし人のこ
とばかり心配、いや楽しみにしていてはいけません。私も気付けば８０㎏。ここ５年で６４から１
５㎏も増えてしまいました。幸せ○○？いやいや、単純に運動しなくなったからです。一瞬でした。
突然ですが、人間の骨格や筋力・体力は２０歳をピークに必ず衰えていきます。（老化）つまり、

初めまして。興譲館の二学年のみなさん。本年度から二学年の

２０歳までに基礎運動能力や体力をできるだけ高めておくことがとても大切なのです。そうすれば

副担として学年に加わります。中村紘二郎です。皆さんとは主に

人生８０年、定年後の２０年も元気に生活できます。みなさん、今のうちに運動習慣身につけまし

英語の授業そして学年や学校のイベントで深く関わることと思い

ょうね。余談ですが、運動神経は小学校の低学年のうちにほぼ決まります。（この時期をゴールデ

ます。一緒に体を動かしながら、そして学習を楽しみながら学校

ンエイジといって、様々な運動経験を積むと神経が発達するといわれています。将来子供ができた

生活をより良いものにしていきましょう。次に私の興譲館生そし

ら小さい頃にガンガン運動させて下さいね。）でも、時間かければ出来るようになるからがんばり

て米沢に対する印象を述べたいと思います。

ましょう。話を戻して、いや説得力ないですよね。山○先生も昔はバスケットボールの選手でバリ

私の興譲館生の印象はとにかく「来校者の気持ちがすがすがし
くなるような挨拶」ができる立派な生徒たちだというものでした。私が今年初めて興譲館に来た３
月末、そして正式に興譲館での勤務を始めた４月４日以降、私を知らないはずの生徒たちでも目を
キラキラさせて大きな声で遠くから挨拶をしてくれました。気持ちのまっすぐな生徒たちと、その
気持ちに応えるように先生方が全力で支援しているという学校全体が一丸となった学校なのだと、

バリのスポーツマンだったのに…。運動しないとこうなるという我々がその一例です。
…と、そろそろ締めなければならないので、くだらない話を長々としてしまいましたが、とにかく
私が言いたいのは、こんな素敵な２学年に入ることができて本当にうれしいということです。昨年
度が悔やまれますが、今年一年はその分も取り戻す勢いで皆さんをサポートしていきたいという私
の決意表明でした。これからよろしくお願いします。

直感的に理解できました。挨拶は他者への思いやりや気持ちが表れる大切なものですので、いつま

未来に向けてステップアップの１年に

でも大切にしてもらいたいと思います。（一緒に掃除をするのも楽しみです。挨拶と同様立派だと

3 月にスマート未来ハウス見学会に同行し、近未来の暮らしが激変する刺激的なお話をお聞きし

思うので。）様々なところで興譲館生に驚かされる喜びの連続の教員生活になると思うと、今から

ました。リビングで旅行気分を味わったり、トイレや寝具でバイタル診断や人間ドックなみの健康

皆さんと顔を合わせ、授業をもち、一緒に活動できることが楽しみです！

状態を診断できたりするそうで、食事作りも、３D プリンターで作ることもできるようになるそう

最後に米沢に対する印象ですが、私は三年前に米沢に住んでいました。教員として初めて教壇に
立ち生徒と関わり学校の教員として働いた思い出の土地でもあります。上杉まつりの武者行列に参
加し、合戦では模造刀でチャンバラをし、米沢の歴史の深さも実感しました。そして、なにより私
の大好きなラーメンのおいしい土地でもあります。村山、山形に住んでいた時は米沢ラーメンが恋
しくなって熊文までわざわざドライブして食べに来たこともありました。おいしいラーメンがあっ

副担任 渡部弘美

先生

です。すごいお話でした。マスコミでも取り上げられることが多くなりましたので、みなさんも御
存じとは思いますが、人工知能と囲碁の対決や１０００円でバーチャル・リアリティティを利用す
るコンテンツを発売して、介護やショッピングの可能性を広げている話などもありました。急激な
変化は否応なしに暮らしに迫ってくることを実感した一年でした。NHK 朝の連続テレビ小説の「
あさがきた」の時代背景ともかぶります。この時代にどう生きてゆくかが本当に問われていると思
いました。激変する社会の中で生きる力をどのようにつけていくか大きなテーマです。でも、この

たらぜひ教えてください！話は脱線してしまいましたが、この興譲館・米沢という場所で私も興譲

高校生活をホップ・ステップ・ジャンプとして、今年一年はステップの年として探究し歩み続ける

館生から刺激を受けつつ自分の様々な面を磨いていきたいと思います。一緒に充実した学校生活を

ことができるよう、そして来年が大きく飛躍ジャンプの年になるよう、今年一年よろしくお願いし

送っていきましょう！

ます！

理数科諸君へ

理数科１組担任

山口大輔先生

新年度になりました。みなさんの予想通りで、驚きもないでしょう

ラスメート、大好きな先生方、、
、そんな人たちに囲まれているだけで元気が出るでしょう。人だけ
じゃない、例えば大好きな街から見える大好きな風景、そんな中

が、理数科の担任として頑張ります。山口大輔です。

で暮らしているだけで元気が出るはず。元気が出る、つまり自分

今年度の理数科は、昨年度から TST や山形県サイエンスフォーラム

のパワーになっているんだよ。大好きな教科は、前向きな気持ち

などクラスとしての行事がいくつかあり、顔を見知った中でのスター

で取り組んでるでしょう？

トです。課題研究についても、すでに研究内容を決めて、走り出して

れる先生が好きだぁ」とか「大好きな友達に教えてもらおう」と

いる人もいます。とても楽しみな状況でのスタートになりました。

か「興数の今日の一言が好きだぁ」とか思うだけでもちょっと前

理数科は、課題研究(SSR)を中心として、皆さんが興味を持ったこと

苦手な教科でも、例えば「教えてく

向きになれるでしょ？

に対してとことん向き合う環境があります。意欲さえあれば素晴らしい経験、学びをすることがで

二つ目、楽しもう。どうせやらなきゃならないことなら楽しんだモン勝ち。「あ～、ＭｙＷａｙ

きます。しかし、時間は有限です。1 年生の頃以上に厳しいタイムマネジメントが求められます。

またやるの～」っていう気持ちでやるのと、「よし、これで英語の力がつくぜ！！」と前向きにや

今「やりたいことはなにか」「やらなければならないことはなにか」を常に意識しておく必要があ

るの、どっちが身になるかなんて言うまでもないね。勉強だけじゃない、学校行事だって、「準備

ります。

とか面倒くさい」
「クラスマッチ、、、運動苦手だし、
、、」
「合唱コンクール、
、、歌好きじゃないし、、
、」

私は昨年度から「きれいな教室」を目標にしてきました。授業をする先生に気持ちよく授業をし

という人がいたとする。そこで「練習さぼって、クラスに協力しない、、、」という人と、
「苦手だけ

てもらい、みなさんがより良い授業を受けることができるようにという願いを込めてやっているこ

ど、みんなに迷惑かけないよう頑張ろう、みんなとの時間を楽しもう」という人、得るものは大き

とです。みなさんが学びたいと思った時に、どんどん学べる環境を整備していきます。一緒に頑張

く違うよね。どうせだったら、どうせ同じ時間を過ごすなら、たくさんのものを得ようよ。

っていきましょう。
切磋琢磨

３つ目、人からパワーをもらえる人になろう。この生徒（たち）のために頑張ろう、できるだけ
普通科理系２組担任 川原吹いつみ先生

改めて、新 2 学年の皆さん、今年度も宜しくお願いします。

体例は省略します。１年生の時の最後の学年便りにもちらっと書きましたので、、、。英語科集会で
もしゃべりますので、お楽しみに。

さて、2 年生になるとはどういうことなのか、漢字から考えてみよ

さて、私は大好きな君たちと、楽しい時間を過ごそうと思います。そして、たくさん君たちから

うと思います。二という漢字は、古くは「弐」と表されるもので、分

パワーをもらいたいと思います！！

かれるとか二倍といった意味があります。つまり、
「一」が 2 つある状
態なんですね。ということは、自分に匹敵する相手がもう 1 人いる、

２回目の春

それが 2 年生であるということです。
いま貴方の隣にいる友人は、自分の友であり、ともに競い合う相手でもあります。この 2 年生と
いう時期に、自分と同じ存在としての相手を認め、ともに切磋琢磨して大きく成長する 1 年であっ
て下さい。
今年は、関西へのキャリア研修や台湾研修といった外へ向けての学びがたくさんあります。「国
語」としては、「言葉」を通して、色々なものの見方を話していくつもりです。自分自身の枠にと
らわれず、色々なことに挑戦していきましょう。
（３組だから？）３つの伝えたいこと

のことをしてあげよう！！そう思われるような人になろう。長くなってしまったので、３つ目の具

普通科文系４組担任 後藤美穂先生

２年生のみなさんと一緒に進級できたことを、嬉しく思っています。
今年度もどうぞ、よろしくお願いします。
この１年は皆さんにとって、大事な１年間になります。人間的に成
長し、自分の夢や目標に向かってどんどん伸びる時期です。ぜひ、自
分で経験することを大切にしてください。
高校１年生の修学旅行で上京し（平城京ですよ）、絶対ここに住ん
でやると決めた私。迷いが無かった訳ではありません。しかし、当時の担任（○隅大先生）
、家族、

普通科理系３組担任

芳賀有美子先生

進学校での担任は４巡目となりました。前任校では文系を２巡、理系を１巡していますので、理
系は２巡目です。ただ、４６人の担任は初です！！たくさんの生徒とかかわれることにわくわくし
ています。そして、去年１年間慣れ親しんだ横山学年のみんなとまた英語の学習を通してふれあえ
ることも、とても楽しみです。
さて、２年生に進級する今、みんなに心に留めておいてほしい事を３つ書きます。
一つ目、好きになろう。好きなものからはパワーがもらえるんです。大好きな家族、大好きなク

友達が、私のやりたいことを笑い飛ばさずに応援してくれました。１人じゃない、理解してくれる
人がいる。古墳が好き。この思いで、高校２年生の私は血のにじむような努力をしました（英語が
できなくて）。努力すれば報われるとの経験もしました（できるようになって）。
自分の頭で考え、行動し、決定したことならば、私は応援します。そして、自分の周り仲間を真
剣に応援できる人に成長することを期待しています。
興譲館生として２回目の春です。やりたいことは見えてきましたか？？一緒に発掘していきまし
ょう！

春のはじまりにあたって

普通科文系５組担任

土井広一先生

このたび、1 年 5 組の担任から 2 年 5 組の担任へと（無事）進級し

＜明日からの日程詳細＞
日程表は学年通信Ｎｏ.６４にありますので、そちらで確認して下さい。なお、米興ＨＰから過去

た土井です。新しくやって来る一年もどうぞよろしくお願いします。

の通信が全て閲覧できますので、お暇なときにどうぞ。

2 年 5 組のメンバーは、女子 23 人、そして男子 11 人（！）です。
顔ぶれを見るとなんだかこころ優しそうな男子ばかりですが（わたし

４月７日（木）本日

も含めて）
、負けずに元気よく行きましょう。

○ 弓道部女子は案内係、調理科学部女子は保護者受付係を引き受けてくれありがとう。

さて、春のはじまりですので ひとこと。日々の生活を豊かにする

○ 吹研諸君は入学式の演奏よろしくお願いします。

ことはさまざまありますが（みんなは…、なんだろう、毎日の美味しいご飯？ 勉強で新しい知識

○ 残念ながら仕事の無い生徒は１１：４５下校です。

を手に入れること？ 音楽？ 睡眠？ それとも…）
、学校において大切なことはなんでしょうか。わ
たしは、健康と笑顔、このふたつだと思っています。健康に気を付けて毎日元気に学校に来ること、
そして笑顔を忘れずに気持ちよく学校生活を送ること。このふたつをどうぞ心がけてほしいなと思
っています。毎日、みんなの爽やかな笑顔に会えるのを楽しみに、わたしも 2 年 5 組教室への階段

４月８日（金）明日はジャージが必要です yo
○ １～３時間目は英語、国語、数学の順で課題テストです。課題は後ほど集めます。
○ ４時間目は、クラスで「グループエンカウンター」です。何をするかはお楽しみです。
○ 昼食後にジャージに着替えます。１～３組女子は中多Ｂ、４～５組男子は小多Ａで着替えです。

を元気に上ろうと思います（遠いよね、教室…）
。

○ ５時間目は、学年「クラスマッチ」です。何をするかはお楽しみです。
「息子の大学進学物語」その１

学年主任 横山伸一

長男がこの４月から大学生になります。そのため、この年度末から年始は親として初めての経験
がたくさんありました。この通信を読んで下さる保護者の皆様に参考になることがあるかもしれま
せん。また、楽しんでもらえるなら幸い？ですので、私自身も楽しんで書いてみようと思います。
しかし、息子には息子なりの人権がありますので、話は表向き「フィクション」とさせて頂きます。
彼は小さい頃から都会志向で、今回の大学受験も絶対「関東圏」を譲りませんでした。私自身が
秋葉原電気街＆神田書店街が大好きで、何度か連れて行ったことが影響しているかもしれません。
彼は「こんなに雪が降る田舎に、何で住んでいるのか分からない」と真顔で言います。私達は「自

○ ６時間目は「自治会・応援団入会式」です。１年生と初対面です。楽しみですね。
○ ７時間目は「ＬＨＲ」です。ここで英・国・数の課題を集めます。出席番号１～４番は
英語(２つ)、５と６番は国語(１つ)、７～10 番は数学(２つ)を集めてゼミ室へよろしく。
○ １年生はこの日から「部活動見学」です。今年はどの部が人気かな？
４月１１日（月）この日から「授業」がはじまります
○ １時間目は、理系：物理／生物、文系：生物の課題テストです。
○ ２時間目の理系は、化学の課題テストです。
各種集会やガイダンスには「ＫＯＪＯＫＡＮダイアリー」を常に持参して下さい

然豊かでいいんじゃない」と思いますし、弟は「人がゴチャゴチャいるところ嫌だ」と言います。
同じゴハンを食べた家族でも、こんなに価値観が違うものだと思わされます。兎に角、彼は初志貫
徹して神奈川の大学に合格しました。あたり前ですが、やはり合格は嬉しかったようです。私など
は他人行儀なので「浪人でもいいよ」何てお気楽でしたが、妻は心中穏やかでなかったようです。
入学までの期間、彼はラーメン屋でアルバイトをしました。家では私同様に「物ぐさ」なので、

○ ２時間目の文系は大多で「文系ガイダンス」です。理科基礎と世界史のガイダンスです。
理科基礎は筆記用具のみ持参。世界史は購入した教材（５つ）を持参する。
○ ３時間目は文理とも大多で国語と英語の「学習法ガイダンス」です。
国語：教科書と準拠ノート

英語：購入した教材全て

すすんで仕事をしようとしたことが少々驚きでした。また、バレないよう覆面をしてラーメン屋に

○ ４～５時間目はＬＨＲです。委員会や教科係などを決めます。

行ったのですが、大きな声で接客している姿に感動しました。結果として、初めてのアルバイトは

○ ６～７時間目は通常の授業です。時間割を確認しておくこと。

彼にとってすごく良い体験になったと思います。さて、大学が決まると次はアパート探しです。先
だって、金銭的な問題や食事の心配もあり、大学の寮に応募し
ていましたが「落選」の通知が届きました。寮は全て込み込み

４月１２日（火）
○ ２年理数科は図書館で「ＳＳＨオリエンテーション」です。

５万円＋αでしたので、仕送りは交通費を含めても３万円で十

４月１３日（水）

分かと試算していた私達は戸惑いました。アパート探しに行か

○ ２，３年生は全員「歯科検診」です。

なくてはいけません。彼はラーメン屋のシフトが決まっていて

↓手帳は大人の必需品

↑今から習慣化しておくとイイ

行けません。落選通知の翌日、私達夫婦は朝一番の新幹線に乗

年度のはじめは、毎日のように様々なイベントがあります。遺漏無きよう、スケジュール管理を

り、一路神奈川へと向かいました。続

して下さい。その際「手帳」は非常に強力なツールです。今年は活用してみてはどうですか？

くかどうかはわかりません？

