
★☆★☆

 早いもので２学期ももう残すところ３週間程度となりました。

先日行われた

展示など、全校生徒がそれぞれ

ました。特に印象深かったのは

衆です。ステージで発表している生徒が気持ちよく、また思い切

ってパフォーマンスできるようにと、心を込めて盛り上げている

姿勢に心から感動しました。

っと苦労があっただろう」とか、「ステージに立つこと自体に勇

気を振り絞っただろう」と

って生まれる思いやりの姿であったと感じます。

交流の有無に関わらず、どの発表者に対しても全力で応援してい

ました。このように相手の気持ちを考え

の３年生たち自身が

いう経験を積んできた証で

さんもさまざまな場面で周りの人たちに思いやりをもって接す

ることのできる大人になれるよう、高校生活の中で多くのことに

挑戦してほしいと思います。

 

//////// 

 １１月２５日（水）に３年生を対象にアンケートを実施してみました。

での３年生の進路状況は

は只今結果待ち）の人が１９．７％、

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

けになれば幸いです。

【質問１】１、２年生のうちに頑張っておくべきことは？

勉強 ／面接

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

もしれない。

ンキャンパス

／自分がやりたいことの仕事の知識

ミュニケーション全般は慣れておいたほうがいい

ることの基礎をつける

ておく ／自分の就きたい会社を決めておき会社見学に行っておく

／やらなきゃいけない事は必ずやろう

に参加したりする

について知識を持っておくこと

（評定に関わるため）

 

 

 

 

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

（私は家で

 

★☆★☆★☆★

早いもので２学期ももう残すところ３週間程度となりました。

先日行われた十高祭で

展示など、全校生徒がそれぞれ

特に印象深かったのは

ステージで発表している生徒が気持ちよく、また思い切

ってパフォーマンスできるようにと、心を込めて盛り上げている

姿勢に心から感動しました。

っと苦労があっただろう」とか、「ステージに立つこと自体に勇

気を振り絞っただろう」と

って生まれる思いやりの姿であったと感じます。

交流の有無に関わらず、どの発表者に対しても全力で応援してい

このように相手の気持ちを考え

の３年生たち自身が、多くの苦労や勇気を要する

いう経験を積んできた証で

さんもさまざまな場面で周りの人たちに思いやりをもって接す

ることのできる大人になれるよう、高校生活の中で多くのことに

挑戦してほしいと思います。

 そんな３年生に聞いてみました

１１月２５日（水）に３年生を対象にアンケートを実施してみました。

の３年生の進路状況は

は只今結果待ち）の人が１９．７％、

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

けになれば幸いです。

【質問１】１、２年生のうちに頑張っておくべきことは？

面接 ／勉強と深い趣味を持つこと

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

もしれない。 ／復習 

ンキャンパス(会社見学

自分がやりたいことの仕事の知識

ミュニケーション全般は慣れておいたほうがいい

ることの基礎をつける

自分の就きたい会社を決めておき会社見学に行っておく

やらなきゃいけない事は必ずやろう

に参加したりする ／一般常識などを速いうちからやっておく

について知識を持っておくこと

（評定に関わるため）

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

（私は家で数学しようと思ってもなかなか閃きませ

★☆★ ２学期

早いもので２学期ももう残すところ３週間程度となりました。

十高祭では、ステージ発表、一文字漢字、各部門の

展示など、全校生徒がそれぞれの部門で思う存分力を発揮してい

特に印象深かったのは、ステージ発表

ステージで発表している生徒が気持ちよく、また思い切

ってパフォーマンスできるようにと、心を込めて盛り上げている

姿勢に心から感動しました。この姿勢は「どの

っと苦労があっただろう」とか、「ステージに立つこと自体に勇

気を振り絞っただろう」といった

って生まれる思いやりの姿であったと感じます。

交流の有無に関わらず、どの発表者に対しても全力で応援してい

このように相手の気持ちを考え

多くの苦労や勇気を要する

いう経験を積んできた証ではないか

さんもさまざまな場面で周りの人たちに思いやりをもって接す

ることのできる大人になれるよう、高校生活の中で多くのことに

挑戦してほしいと思います。 

３年生に聞いてみました

１１月２５日（水）に３年生を対象にアンケートを実施してみました。

の３年生の進路状況は、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

は只今結果待ち）の人が１９．７％、

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

けになれば幸いです。 

【質問１】１、２年生のうちに頑張っておくべきことは？

勉強と深い趣味を持つこと

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

 ／大まかに職業を決める

会社見学) ／面接ノートをつくる

自分がやりたいことの仕事の知識

ミュニケーション全般は慣れておいたほうがいい

ることの基礎をつける ／挨拶･敬語

自分の就きたい会社を決めておき会社見学に行っておく

やらなきゃいけない事は必ずやろう

一般常識などを速いうちからやっておく

について知識を持っておくこと 

（評定に関わるため） 

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

数学しようと思ってもなかなか閃きませ

２学期ももうすぐ終わります

早いもので２学期ももう残すところ３週間程度となりました。

ステージ発表、一文字漢字、各部門の

の部門で思う存分力を発揮してい

、ステージ発表

ステージで発表している生徒が気持ちよく、また思い切

ってパフォーマンスできるようにと、心を込めて盛り上げている

この姿勢は「どの

っと苦労があっただろう」とか、「ステージに立つこと自体に勇

いった、相手の気持ちや状況を推し量

って生まれる思いやりの姿であったと感じます。

交流の有無に関わらず、どの発表者に対しても全力で応援してい

このように相手の気持ちを考えて行動できる

多くの苦労や勇気を要する

はないかと思います。１、２年生の皆

さんもさまざまな場面で周りの人たちに思いやりをもって接す

ることのできる大人になれるよう、高校生活の中で多くのことに

３年生に聞いてみました

１１月２５日（水）に３年生を対象にアンケートを実施してみました。

、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

は只今結果待ち）の人が１９．７％、就職先が既に決定した人が４４．３％、これから就職試験（ま

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

【質問１】１、２年生のうちに頑張っておくべきことは？

勉強と深い趣味を持つこと 

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

大まかに職業を決める

面接ノートをつくる

自分がやりたいことの仕事の知識 ／人とフレンドリーに話すこと

ミュニケーション全般は慣れておいたほうがいい

敬語･SPI ／

自分の就きたい会社を決めておき会社見学に行っておく

やらなきゃいけない事は必ずやろう ／資格を取ること

一般常識などを速いうちからやっておく

 ／規則正しい生活と健康

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

数学しようと思ってもなかなか閃きませ

ももうすぐ終わります

早いもので２学期ももう残すところ３週間程度となりました。

ステージ発表、一文字漢字、各部門の

の部門で思う存分力を発揮してい

、ステージ発表の時の３年生の聴

ステージで発表している生徒が気持ちよく、また思い切

ってパフォーマンスできるようにと、心を込めて盛り上げている

この姿勢は「どの発表者も準備にき

っと苦労があっただろう」とか、「ステージに立つこと自体に勇

、相手の気持ちや状況を推し量

って生まれる思いやりの姿であったと感じます。しかも自分との

交流の有無に関わらず、どの発表者に対しても全力で応援してい

て行動できることは、そ

多くの苦労や勇気を要する場に挑戦すると

と思います。１、２年生の皆

さんもさまざまな場面で周りの人たちに思いやりをもって接す

ることのできる大人になれるよう、高校生活の中で多くのことに

３年生に聞いてみました ///////////////////////////////////////////

１１月２５日（水）に３年生を対象にアンケートを実施してみました。

、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

就職先が既に決定した人が４４．３％、これから就職試験（ま

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

【質問１】１、２年生のうちに頑張っておくべきことは？

 ／基礎学力

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

大まかに職業を決める ／進路を決めること

面接ノートをつくる ／ボランティア活動

人とフレンドリーに話すこと

ミュニケーション全般は慣れておいたほうがいい ／自分のことを知ること

／テストの時に赤点を取ら

自分の就きたい会社を決めておき会社見学に行っておく

資格を取ること

一般常識などを速いうちからやっておく

規則正しい生活と健康

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

数学しようと思ってもなかなか閃きません…。）

ももうすぐ終わります

早いもので２学期ももう残すところ３週間程度となりました。

ステージ発表、一文字漢字、各部門の

の部門で思う存分力を発揮してい

の３年生の聴

ステージで発表している生徒が気持ちよく、また思い切

ってパフォーマンスできるようにと、心を込めて盛り上げている

者も準備にき

っと苦労があっただろう」とか、「ステージに立つこと自体に勇

、相手の気持ちや状況を推し量

しかも自分との

交流の有無に関わらず、どの発表者に対しても全力で応援してい

ことは、そ

挑戦すると

と思います。１、２年生の皆

さんもさまざまな場面で周りの人たちに思いやりをもって接す

ることのできる大人になれるよう、高校生活の中で多くのことに

///////////////////////////////////////

１１月２５日（水）に３年生を対象にアンケートを実施してみました。

、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

就職先が既に決定した人が４４．３％、これから就職試験（ま

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

【質問１】１、２年生のうちに頑張っておくべきことは？  

力を定着させること

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

進路を決めること

ボランティア活動

人とフレンドリーに話すこと

自分のことを知ること

テストの時に赤点を取ら

自分の就きたい会社を決めておき会社見学に行っておく 

資格を取ること ／進学の人は、早めにオープンキャンパス

一般常識などを速いうちからやっておく ／選択肢を広げるために、様々な仕事

規則正しい生活と健康 ／苦手教科の克服

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

ん…。） 

第 7
令和２

秋⽥県⽴⼗和⽥⾼等学校

生徒指導部

⽂責︓

ももうすぐ終わります… ★☆★

///////////////////////////////////////

１１月２５日（水）に３年生を対象にアンケートを実施してみました。このアンケートの実施時点

、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

就職先が既に決定した人が４４．３％、これから就職試験（ま

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

 

を定着させること ／少しでもいいから自分

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

進路を決めること ／挨拶･評定をあげる

ボランティア活動 ／自分の進路についての知識

人とフレンドリーに話すこと ／挨拶や返事

自分のことを知ること ／

テストの時に赤点を取らないこと

 ／挨拶、返事をしっかりすること

進学の人は、早めにオープンキャンパス

／選択肢を広げるために、様々な仕事

苦手教科の克服 

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

7 号 
令和２年１1 月 

秋⽥県⽴⼗和⽥⾼等学校

生徒指導部 発⾏ 

⽂責︓寺⽥ 尚志 

★☆★☆★☆★

///////////////////////////////////////

このアンケートの実施時点

、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

就職先が既に決定した人が４４．３％、これから就職試験（ま

たは只今結果待ち）の人が６．６％という状況でアンケートを実施しています。 

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

／少しでもいいから自分

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

評定をあげる

自分の進路についての知識

挨拶や返事 ／部活動

／テスト勉強

いこと ／早めに何事も進め

挨拶、返事をしっかりすること

進学の人は、早めにオープンキャンパス

／選択肢を広げるために、様々な仕事

 ／家庭学習

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。

秋⽥県⽴⼗和⽥⾼等学校 

 

 

☆★☆★ 

/////////////////////////////////////// 

このアンケートの実施時点

、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

就職先が既に決定した人が４４．３％、これから就職試験（ま

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

／少しでもいいから自分

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

評定をあげる ／オープ

自分の進路についての知識

部活動 ／コ

テスト勉強 ／勉強す

早めに何事も進め

挨拶、返事をしっかりすること

進学の人は、早めにオープンキャンパス

／選択肢を広げるために、様々な仕事

家庭学習 ／テスト

確かに、人間追い込まれるとなかなか冷静な判断ってできなくなって、余計に焦ってしまうよね～。 

家で学習する習慣って、社会人になってから結構必要なんじゃないかと思う今日この頃…。 

 

このアンケートの実施時点

、進学先が既に決定した人が２９．５％、進学のためにこれから受験（また

就職先が既に決定した人が４４．３％、これから就職試験（ま

回答をほぼそのまま掲載しました。皆さんが今後、どのような高校生活を送ろうかと考えるきっか

／少しでもいいから自分

のやりたいことを決めておく。後になって考えるとほんとにやりたいことを決めることが出来ないか

オープ

自分の進路についての知識 

コ

勉強す

早めに何事も進め

挨拶、返事をしっかりすること

進学の人は、早めにオープンキャンパス

／選択肢を広げるために、様々な仕事

テスト 



【質問２】もっとこれを頑張るべきだったということは？  

勉強／面接／自分をアピールする力をもっと磨いておけばよかった／漢字で書く癖をつけとけばよ

かった／字を綺麗に書けるようにしとけばよかった／検定／皆勤賞／数学／美容師についての考え

／面接練習の回数を増やす／文章をたくさん書くこと／進路についてよく考えること／勉強・作文・

面接／筆記試験対策／進路について調べておく／声の大きさを意識すること／礼儀、言葉遣い／あた

りまえをあたりまえにすること／受け答え／コミュニケーション力を付ける／礼儀を覚えておきた

かった／自分の得意、不得意を把握しておく／就職試験の勉強／受験生は早めに勉強を！／字を普段

から丁寧に書くこと／ニュース・新聞を見る／やりたい事が決まったらもっと積極的に学校調べれば

よかった／進路を早く決めて、進路に向けての勉強をしっかりする／たくさんの人と会話をすること

／ボランティア／模試などの復習や過去問／小論文対策 

 

 

 

【質問３】これをやっておいて良かったということは？  

面接練習／勉強／部活／盆踊りや花輪ばやし、ボランティアなどたくさん参加しておいてよかった。

地元就職なので特に。／資格取得／あいさつ／キャリアガイダンス／インターンシップ／会話での面

接対策／色んな人と面接練習したこと／何か一つ決めて頑張る（部活）／2 年生のうちにオーキャン

に行ったこと／字を丁寧に書くこと／オープンキャンパスで色々質問して、良かった点、悪かった点

をまとめていたことで進学先を決められた／同好会／挨拶の仕方／ボランティア活動／自分の職業

についての知識を覚えること／過去問を解く／普段からの挨拶／生徒会と部長／部活動や作文コン

クール／大人や色んな人との交流・コミュニケーション／違う中学校の友達をたくさん作ること／早

めに面接練習する／新聞、英新聞、本を幅広く読むことに挑戦する／SPIの問題／時事問題／学校の

資料をたくさん取り寄せること／時間を計っての作文の練習／進路について周りに相談／苦手な教

科を先生に聞いて 対策プリントをもらって問題を解く／情報処理検定等／アルバイト 

 

 

 

【質問４】面接で聞かれて少し焦ったことは？  

好きなものをアピールしてください／短所はなんですか？(長所は聞かれなかった)／将来の夢はな

んですか？／学校のこと／美容師とは？について／検定の内容の説明／部活をして周りから変わっ

たと言われたことは何かないか／重いものを持つ作業があるが何キロくらい持てるか／犯罪を犯し

た人についてどう思うか／エントリーシートそのまま聞かれるって先に言われていたのに、覚えてい

なくて、試験監督の目をそらしてしまった／鹿角に残ることを選んだ理由／父親の性格と仕事／(面

接がない学校に行きます)／もしも、マニュアルを守らない先輩職員がいたら／自分をお菓子に例え

ると？／各学科のアドミッションポリシーに自分を当てはめて答えるという問い／会社を外観で見

てどぉ思ったか／母と父がどんな人かの説明／自分は周りからどう思われているか／最近のニュー

スとそれについておかしいと思う点／自分の長所と自分のどんな所が目指す職業に向いているか／

どういうボランティアか聞かれたこと（自分が分かっていても相手にわかりやすく伝えなければいけ

なかったから少し焦った）／一番大変だったこと／欠席日数／委員会等の諸活動について詳しく聞か

れた／祖父母、父母から学んだことはなんですかと聞かれたこと／社会人にとって大切だと思うこと

／逆に質問はありませんか？って聞かれたこと／会社見学の時に説明された仕事内容が本当に出来

ると思って来たのか？／長所、特技(自分にないから)／転勤が多いですが大丈夫ですか？／学校生活

で頑張ったこと／指の運動みたいなのをした時／家族構成／会社を動物で例えるとと聞かれたこと

／新聞は読んでいるかと聞かれたこと／小さい頃からヘアアレンジ好きだって書いてるけど、自分で

しようと思ったきっかけは？／卒業作品を作る時にリーダーだったら、リーダーとして何をしますか

／苦手の克服の仕方／志望動機 

／委員会についてすごく深く聞かれたこと 

 

 

「あたりまえにする」って、どうやることだろう…？？    皆さん、考えてみましょう！ 

こうして見てみると…、高校生活って、やってて良かったことだらけですね！！ 

え～！？・・・何て答えたんだろう・・・？？っていう質問がたくさん！！こりゃ、焦ります！！ 

まだ入学すらしてませんけどねっ！！ 



【質問５】筆記試験で少し焦ったことは？  

作文の内容が思ってたのと違かった→(自分が社員ならどんな商品を開発しますか？)／数学の理由

記述／小論文のテーマが予測してたのと違った事／社会情勢の問題／慣用句が難しかった／有償ボ

ランティアが分からなかった／「勇気」とは何か（小論文）／数学で理由を問われた時／日本史や世

界史を1年生までしか やっていなかったので忘れている ところも多くあった／社会制度について／

一般常識が想像していた問題と全く違ったこと／適性検査／敬語の種類の問題／社会福祉法の穴埋

めが出たこと／コンプライアンスについて聞かれた／算数レベルの文章問題がでたこと／作文を書

く時に漢字が分からなくなった時があった／SPI を少ししかやらなかったので焦りました／図形・四

字熟語／電気工事士の基礎／時間制限／時間が短く、問題数が思っていたよりも多かったこと／時間

が少なかったこと／勉強した内容があまりでなかったこと／時間が足りなかった／数学／英語の長

文／SPI出てきた／アレルギー指定品目を答える問題／時期問題 

 

 

 

 

 

【質問６】ツーブロックという髪型、どー思う？？ 

いいと思う(16 件)／かっこいいと思う(3 件)／いいと思います。(3 件)／さっぱりしてていいとお

もう(2 件)／いいと思う。(2 件)／良いと思う(2 件)／ツーブロックがわからない(1 件)／私は好き

です(1 件)／かっこいいと思う。自分もやっていたので、かっこいいと思います。(1 件)／ありです

(1 件)／悪いことではないと思う(1 件)／ツーブロックの定義は分からないし、なにが悪いのかも分

からない。(1 件)／特に何も思いません。(1 件)／普通(1 件)／良い(1 件)／かっこいいと思う。(1 

件)／髪型は個人の自由だから他人が口出して良いことではない(1 件)／髪型は自由でいいのでは？

(1 件)／ツーブロックという髪型、分からない。(1 件)／やってもいいと思う(1 件)／すっきり見え

ていいと思う(1 件)／いいと思う！(1 件)／どうも思わない(1 件)／夏は暑いので、さっぱりしてい

ていいと思う。(1 件)／別にいいと思う(1 件)／特になんとも(1 件)／全然いいと思う(1 件)／悪く

ないと思う、時代の変化だと思う(1 件)／進路が決まったらいいと思う(1 件)／別にいいと思う。(1 

件)／清潔感しかないのでダメな理由がわからない(1 件)／なぜダメなのかよく分からないが学校の

規則であるなら守らなければいけないと思う(1 件)／清潔感がある。かっこいいと思う。(1 件)／い

いと思います(1 件)／ツーブロックにもたくさん種類があるから度がすぎない程度ならいいと思う

(1 件)／清潔感はあるためいいと思う(1 件)／よくわからないがいいのではないか？(1 件)／カッ

コいい(1 件)／全然僕はいいと思います(1 件) 

 

 

 

 

 

【質問７】「進路が決まってすぐにツーブロックにする人」どー思う？？ 

いいと思う(9 件)別にいいと思う(4 件)決まる前からしててもいいと思う(2 件)卒業してからする

べき(2 件)いいと思います。(2 件)いいと思う。(2 件)ちょっとダメだと思う。決まったからって自

由になる訳では無いからダメだと思う。卒業したらやればいいと思う。やれる機会はいつでもあるか

ら。(1 件)タイミングは考えるべきだと思いますが好きな髪型で学校生活を過ごせるのはいいと思い

ます(1 件)高校生活を楽しみたいんだなって思っているので、色々やらせてあげればいいと思う(1 

件)ツーブロックにするなら最初からしていた方がいいと思う(1 件)かっこいいと思うけどどーなの

かなーって思った(1 件)ツーブロックがなんでダメなのか分からない(1 件)気持ちも見た目もさっ

ぱりしていいと思う(1 件)「床屋代を節約してるのかな」って思う。(1 件)いいと思います。息抜き

は大事です。(1 件)よくわからないがいいのではないか？(1 件)進路がひと段落したらいいと思う(1 

件)会社側に影響がないならいいと思う(1 件)進路先に制限がなければいいと思う(1 件)やり過ぎな

い程度なら良いと思う(1 件)最初からツーブロにしよう。(1 件)悪いことではないと思う(1 件)あま

「勇気とは…」、「アレルギー指定品目…」、「電気工事士…」、「社会福祉法…」・・・、私でも無理です。

自分の希望した進路です！！自分が一番詳しくなりましょう！！ということです！！ 

『カタカナ外来語略語辞典』より 

「ツーブロックカットとは、短めのおかっぱ頭の下半分を刈り上げた髪型」だそうです。 



りよくないと思う？

ません。(1

う(1 件)／

いと思う。

ません(1 件

件)／わからない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問８】進路関係で、一番逃げ出したくなったことは？

面接練習(10 

ントリーシートの答えを考えたり、面接ノートを作って毎日見せてダメ出しをくらったこと。

／書類の鉛筆書き

会社から求人票が届かず、周りの友達にさができたこと。

声が震える。声が小さくなる。

たとき(1 件

る時と履歴書を書いてる時

えることと、面接練習。

る。悩みすぎて。

(1 件)／逃げ出したいのは無いです、笑

る時や履歴書書き

／履歴書書き

履歴書の志望理由

勉強ですかね

礼状書き(1 

【生活の確認】
 ≪ブレザー

  ○最近、セーターや

ついて」の通り、冬季制服はブレザーを着用することになっています。

  ○例年

レザーを置きっ放しで下校する生徒が見られます。「家族の送迎で直接家に帰るから大丈夫」

という声も聞かれますが、突発的にスーパーに寄ることになったり、自動車学校に行く予定が

入っていたりなど、ブレザーが必要になる場面も考えられます。登下校時にブレザーを脱いで

ジャンバーを着用した場合でも、ブレザーは忘れずに持ち歩くようにしてください。

 ≪降雪時の交通事故に注意≫

  ○これから本格的な降雪シーズン到来となります。登下校では、夏場よりも時間に余裕を持っ

行動し、交通事故防止と遅刻防止を心がけましょう。

  ○３年生で自動車学校に通っている人は、積雪時に運転する機会が増えると思います

の車はカーリングのストーンのように滑るものだという認識を持って運転してください。

東京都都議会議員と教育長のやり取りがニュースになるなど、世間全体でみる

とツーブロックには賛否両論あるようです。ということは、

験官や本校への来訪者の中に、ツーブロック反対派がいる可能性が“０”ではな

いということでしょう。皆さんは現在、「十和田高校生」というブランドを背負

っています。髪型をはじめ、皆さんの言動による周囲からの評価は、自分ひとり

だけの影響に留まらないのです！！加えて皆さんが就職した先でも、その企業の

名前を背負うことになります。「集団に所属する」とは

思います。

ちなみに、スラムダンクで私が好きなキャラクター第１位は三井寿、第２位は

宮城リョータです。

りよくないと思う？(1 

1 件)／個人の自由だと思う！

／別にどうも思わない

いと思う。(1 件)／全然いいと思う

件)／イメチェン？

わからない(1 件

【質問８】進路関係で、一番逃げ出したくなったことは？

10 件)／履歴書作成

ントリーシートの答えを考えたり、面接ノートを作って毎日見せてダメ出しをくらったこと。

／書類の鉛筆書き OK って言われたのに後からここ間違ってるって言われた時

会社から求人票が届かず、周りの友達にさができたこと。

声が震える。声が小さくなる。

件)／逃げ出したいほどではなかったが面接練習が大変だった。

る時と履歴書を書いてる時

えることと、面接練習。

る。悩みすぎて。(1 件

逃げ出したいのは無いです、笑

る時や履歴書書き(1 件

履歴書書き 面接練習

履歴書の志望理由(1 件

勉強ですかね(1 件)／

1 件)／履歴書

【生活の確認】
ブレザーの着用について

最近、セーターや

ついて」の通り、冬季制服はブレザーを着用することになっています。

例年寒くなるにつれ

レザーを置きっ放しで下校する生徒が見られます。「家族の送迎で直接家に帰るから大丈夫」

という声も聞かれますが、突発的にスーパーに寄ることになったり、自動車学校に行く予定が

入っていたりなど、ブレザーが必要になる場面も考えられます。登下校時にブレザーを脱いで

ジャンバーを着用した場合でも、ブレザーは忘れずに持ち歩くようにしてください。

≪降雪時の交通事故に注意≫

○これから本格的な降雪シーズン到来となります。登下校では、夏場よりも時間に余裕を持っ

行動し、交通事故防止と遅刻防止を心がけましょう。

○３年生で自動車学校に通っている人は、積雪時に運転する機会が増えると思います

の車はカーリングのストーンのように滑るものだという認識を持って運転してください。

東京都都議会議員と教育長のやり取りがニュースになるなど、世間全体でみる

とツーブロックには賛否両論あるようです。ということは、

験官や本校への来訪者の中に、ツーブロック反対派がいる可能性が“０”ではな

いということでしょう。皆さんは現在、「十和田高校生」というブランドを背負

っています。髪型をはじめ、皆さんの言動による周囲からの評価は、自分ひとり

だけの影響に留まらないのです！！加えて皆さんが就職した先でも、その企業の

名前を背負うことになります。「集団に所属する」とは

思います。 

ちなみに、スラムダンクで私が好きなキャラクター第１位は三井寿、第２位は

宮城リョータです。 

1 件)その人の自由だからちち

個人の自由だと思う！

別にどうも思わない(1 

全然いいと思う

イメチェン？(1 

件)／良いと思う

【質問８】進路関係で、一番逃げ出したくなったことは？

履歴書作成(3 

ントリーシートの答えを考えたり、面接ノートを作って毎日見せてダメ出しをくらったこと。

って言われたのに後からここ間違ってるって言われた時

会社から求人票が届かず、周りの友達にさができたこと。

声が震える。声が小さくなる。)(

逃げ出したいほどではなかったが面接練習が大変だった。

る時と履歴書を書いてる時(1 件

えることと、面接練習。(1 件)／

件)／逃げ出したくなったのは特にない

逃げ出したいのは無いです、笑

件)／苦手教科の補習、小論文対策

面接練習(1 件)／企業が決まらない時

件)／入学費用について

／履歴者書き

履歴書(1 件)／

【生活の確認】
について≫ 

最近、セーターや Y-シャツ姿で過ごす生徒が目立ちます。

ついて」の通り、冬季制服はブレザーを着用することになっています。

寒くなるにつれ、登下校時にジャンバー等を着ることでブレザーが邪魔になり、教室にブ

レザーを置きっ放しで下校する生徒が見られます。「家族の送迎で直接家に帰るから大丈夫」

という声も聞かれますが、突発的にスーパーに寄ることになったり、自動車学校に行く予定が

入っていたりなど、ブレザーが必要になる場面も考えられます。登下校時にブレザーを脱いで

ジャンバーを着用した場合でも、ブレザーは忘れずに持ち歩くようにしてください。

≪降雪時の交通事故に注意≫ 

○これから本格的な降雪シーズン到来となります。登下校では、夏場よりも時間に余裕を持っ

行動し、交通事故防止と遅刻防止を心がけましょう。

○３年生で自動車学校に通っている人は、積雪時に運転する機会が増えると思います

の車はカーリングのストーンのように滑るものだという認識を持って運転してください。

東京都都議会議員と教育長のやり取りがニュースになるなど、世間全体でみる

とツーブロックには賛否両論あるようです。ということは、

験官や本校への来訪者の中に、ツーブロック反対派がいる可能性が“０”ではな

いということでしょう。皆さんは現在、「十和田高校生」というブランドを背負

っています。髪型をはじめ、皆さんの言動による周囲からの評価は、自分ひとり

だけの影響に留まらないのです！！加えて皆さんが就職した先でも、その企業の

名前を背負うことになります。「集団に所属する」とは

ちなみに、スラムダンクで私が好きなキャラクター第１位は三井寿、第２位は

 

その人の自由だからちち

個人の自由だと思う！(1 件

1 件)／どうも思わない。

全然いいと思う(1 件)／

1 件)／特になんとも

良いと思う(1 件)／

【質問８】進路関係で、一番逃げ出したくなったことは？

3 件)／面接練習

ントリーシートの答えを考えたり、面接ノートを作って毎日見せてダメ出しをくらったこと。

って言われたのに後からここ間違ってるって言われた時

会社から求人票が届かず、周りの友達にさができたこと。

(1 件)／提出物と面接練習と筆記の勉強とかやる事がたくさんあっ

逃げ出したいほどではなかったが面接練習が大変だった。

件)／コロナ関係で進路先に行けなかったこと

／進路がなかなか決まらなかったとき。

逃げ出したくなったのは特にない

逃げ出したいのは無いです、笑(1 件

苦手教科の補習、小論文対策

企業が決まらない時

／入学費用について

履歴者書き(1 件)／履歴書書き

／作文(1 件)

【生活の確認】 
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