
第 48号 (平成22年 3月 1日 )

阿晶台コミュニティ 事務局 (丁EL39-4338)
阿品台地区人EEl e所帯数 (平成22年 2月 1日 現在)

人口9,176人  男4,281人  女4,895人

世帯数3,568世 帯 高齢化率19.10/。

(参考;市平均21.9°/c)

広島県立廿日市西高等学校の現況と

展望をお聞きしました。

佐高 秀夫校長
平成20年度より第11代校長として赴任。専門教科は保健体

育。二次高校などで教諭、県教育委員会事務局、可部高校

教頭、白木高校校長を歴任。

|■‖柵翻珊鼈袂沃蒻輻輻蒻鰈輻囲■校長のご挨拶 圏躊隋輻輻蝙洟熔財鐵騨辮辮冊‖■‐

本校は、昭和58年 (1983年 )に倉」立、4月 で開校28年  与える指導)の活用Jを基本姿秘としてすべての教育活

目を迎え、同窓生は約9,000名 になります。開校以来、阿  動に取りくむとともに、指定事業や外部の教育力も積極

品台地域には大変お世話になっており、この機会をお借  的に導入しています。また、広島工業大学からの出前講

りし、感謝申し上げます。現在各学年7ク ラス規模ですが、 義の導入や廿圏市市の諸協議会と連携してボランティア

来年度は1年生が8学級に増えるとともに、制服に校章を 活動への積極的参加も進めています。

復活させ、新たな廿日市西高校の伝統を築いていきます。  こうした取組みにより、進路希望別クラス編制を軸に

県内約30の 中学校から入学した822名 の生徒たちは、穏  した教育課程と絡みあい、学校全体が活性化しているの

やかで、のんびりしたタイプが多いのですが、よくあい  は事実です。今後ともこれまで以上に生徒の自己効力感

さつをすることが大変良い点です。 の積み上げを図 り、進路を実現させることを目標にして

本校は、「生徒指導の三機能 (自 己存在感を与える指  日々取 り組んでいきますので、地域の皆様方、どうぞよ

導、共感的人間関係を基本 とする指導、自己決定の場を  ろしくお願いします。

現況 (平成21年度)

(1)学級数21(各学年7ク ラス)、

生徒数822人 (男子380、 女子442)

(2)生徒の地区 (出身中学校)別人数

廿日市市541(阿 品台71、 野坂127、 四季が丘78、 廿

日市77、 佐伯66、 大野東46、 七尾43、

大野24、 宮島8、 吉和1)

広島市181、 大竹市88、 その他県内外12

(3)各クラブの活動状況

(ク ラブ数30〔体育系15、 文化系15〕 、加入率58%) o短期大学36(14°/。 )

陸上競技部、卓球部、バスケットボール部、

硬式野球部、バ レーボール部、バ ドミン ト

ン部、サッカー部、剣道部、ソフトテニス部、

ワンダーフォーグル部、テニス部、柔道部、

ソフトボール部、弓道部、ダンス同好会

団翻瞬ヨ JRC部、新聞部、書道部、放送部、

写真部、ブラスバンド部、演劇部、

理科部、家庭部、ESS部 、自然史研

究会、美術部、文芸部、人権問題研

究部、軽音楽同好会があり、各大会

やコンテス トに出場 し、生 き生 きと

活躍 しています。

(4)進学・就職状況 (率、主な進路先 )

(H20年度卒業生263名 )

○大学127(48%)(国公立8、 私立119)

県立広島、愛媛、千葉、九り
｀
‖工業、水産大学校、広

島工業、広島経済、広島修道、広島女学院、比治山、

安田女子、広島国際学院、近畿大学工学部、同志社、

福山、福山平成、広島者Ь市学園、東亜、第一薬科、

岡山商科、東海、帝京など

鈴峯女子短期、広島文化学園短期、安田女子短期、

曲陽女子短期、比治曲短期、広島国際学院自動車短

期、岩国短期

○専修学校等69(26%)

広島市医師会看護、岩国医療センター附属看護、

呉医療センター附属呉看護など

○就職13(5%)

西 日本旅客鉄道、三菱 レーヨン、

カルビーなど

○その他18(7%)
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ミルクに楽しむ 親子クッキング 第3回フレッシュ音楽祭
11月 7日 (土)阿 品台市民センター 森永乳業 (株)協力

0かんたんコーンチーズマヨパン

11月 29日 (日)阿 品台市民センター

ミネストローネスープ ・デザート

しめ飾り作り 文化請演会 (婦人部共催)
12月 26日 (土)阿 品台市民センター 18名参加

3月 13日 (土)阿 品台市民センター

笑う門には福来る

～健康にも大きく影響する笑いのパワー～

講師 野口岡J徳さん (日本笑い学会 講師)2月 16日 (火)阿 品台市民センター 森永乳業 (株)協力

24名参加

・モッツァレラのシンプルロール
0さばのミリクリカレー

・桃のカスタード(スパイス風味)

秋季グラウンドゴルフ大会

ミJレクを愉しむ: おもてなしレシビ

オタフクソースエ場見学と

お好み焼き教室
2月 23日 (火)20名参加

知つていますか? 骨年齢
3月 24日 (水 )阿 品台市民センター (株 )イシカワ協力

骨密度を預1定しカルシウム補給の大切さを問う

ジヤズとワインのタベ (文化部共催)

12月 20日 (日 )阿 品台市民センター 約60名参加

「possa bassa」 藤井香織さん(Vocal)と黒瀬みどりさん

(piano)を 迎えてtジャズとヮインに酔いながら楽しいひと時を

過ごしました。

10月 12日 (月)阿 品台東小学校グランド

阿品台の男女腕自慢プレーヤー総勢88名が熱戦を繰り

広げ、春季大会に続き吉岡さんが優勝。2連覇をされました。

■日;痛ヨ 吉岡 由登さん (スコア52)

ふれあい昼食会
10月 26日 (月 )きんたの里

50名参加

―
山本さん (54)

大野さん (54)

優勝者の吉岡さん
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スポーツ大会
12月 23日 (日 )阿 品台東小学校体育館

体育部に協力していただきインディアカ・ペタンク・ミニテニス・

グランドゴルフ0キンボールなど、インディアカ・ペタンクを中心に

色々なスポーツを体験。子ども13名・大人4名参加

夜回り 網靖榔哄催・協力地区消防団)

‖月14日 (土)子ども46名・大入56名参加

6つの周回コースに分かれて、30分程度「火の用心」の掛

け声をかけて回りました。

とんど
1月 10日 (日 )阿 品台2丁目公園

阿品台2丁目町内会主催のとんどに親子52名で参加しま

した。町内会で用意していただいたぜんざいをご馳走になり

ました。

第26回ソフトボ…ル大
10月 25日 (日 )阿 品台中学校グラン

参加いただいた皆さんの
‖
やるぞ !‖ の掛け声とともに、熱き

戦いが繰り広げられました。7チームが参加し、リーグ戦で雪

辱に燃えた5丁目町内会チームが優勝しました。

〈属
ド

嘔劃□D5丁ロチーム
5丁目上チーム

山九チーム

第3回ミニテニス大会
10月 25日 (日 )阿 品台中学校体育館

6チームが参カロし、リーグ戦全勝のアイペアが優勝しました。

アイ(菅原 0御堂)

―
マッハ (鳥井・土居 )

ストレート(昇・吉富)

あいさつ運動
毎週水曜日 地域のボランティアの方が参加

データでみる廿日市市 ・̈生活環境ランキング(1)¨・
皆さん、「廿日市市」についてどれだけご存知ですか? 質問されてみると意外に分からないものです

そこで、地勢 (人 口、面積、気象等)、 行財政、産業、公共料金等々のいろいろの項目の最新データを調

査 し、さらに他都市と比較してどんな位置にあるかを知ってもらうため、全国都市 (広 島県)ラ ンキング

で表示してみました。

1.地勢 (面積。人口。世帯・少子高齢化・気象)

人 口 118312(115530)ノ尺 246位/806 6位/14
世 帯 数 。(42918)世 帯 246だ2//806 6位/14
総 面 積 489.36Km2 143位/806 7位/14 1位は岐阜県高山市2177.67Km2
可住地面積 67.25Km2 441位/805 10位/14 1位は新潟市669,77Km2
可住地人口密度 (1718)人/Km2 254位/805 3位/14 1位は東京都中野区19925人/Km2
人口増減率…・H19⇒H20(H12⇒ H17) 99.78(100.5)% 284仁五//806 3位/14 1位 よ東京都中央区 135,7%
年少人口率 (15才未満の人口割合) 13.7(13.6)% 362C2//805 4位/14 1位 よ,中縄1市で20%
生産年齢人口比率 (15才～65才の人口害1合 ) 65.4(64.8)% 241位/805 3位/14 1位 よ東京都中央区で72.6%
老 齢 化 率 20.9(21.6)0/o 513だ,//805 12位/14 1位 よ夕張市で43.7%
年間平均気温 16.4(15.3)℃ 274位/806 5位/14 1位 よ沖縄石垣市で24.1℃

年間降水量 1192.0(1631.2)mm 301位/806 2位/14 1位 よ三重県尾鷲市3815.8mm
年間日照時間 (1959.6)時間 207位/806 9位/14 1位 よ高矢日県安芸1市2230.1日寺間

2,行財政

経常収支比率 99,3(99.3)% 729位/806 13位/14 1位は豊田市の59.30/0

・・・次号の「データでみる廿日市市」生活環境ランキング (2)に続く000

各種データの出典は、廿日市市役所、生活ガイ ド (SBIラ イフリビング社)、 都市データバ ック (東洋

経済新幸晨社)による。 (尚 、上表の「データ」項目中の数値は、十日市市役所ご提出の最新データ (平成20年 )を示します。
また、同項目中の ( )内の数値と全国・広島順位の値は生活ガイドの最新データを示します。)         :
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特徴として主なもの4点についてお示しします。

①学校行事やクラブ活動が盛んなことです。合唱祭、文

化祭、体育祭、クラスマッチ、クラブ活動など、生徒

が生き生きと活躍しています。

②2年生から文科型と理科型の 2つ の進路希望別クラス

編制をしています。

③検定試験へのチャレンジを進めています。英語、数学、

漢字、ワープロなど、年間延べ700名 以上が受験して

います。

④国際交流教育として希望者には、夏/1Aみ に1週間、外

国人講師を招き英語だけの集中授業を行う「英語ブラ

ッシユアッププログラム」や、春休

みに2週 間、ニュージーランドヘホ

ームステイする「語学研修」力ゞあり

ます。

今後の方向性としては、校訓の「汗

と夢」に象徴されるように、「努力

し汗を流すことで夢を実現しようJ

阿品台地域の皆様方には平素から、生徒への声かけ・

注意、通学路の安全確保など大変お世話になっています。

引き続き、時には厳しく時には優しく関わりを持ってい

ただきたいと思います。また、本校の文化祭 (6月 )、

体育祭 (9月 )、 学校へ行こう週間 (11月 )な どお気軽

にお立ち寄りいただき、生徒の活動を直接ご覧頂きたい

と思います。

地域との交流として、ダンス同好会の敬老会への参加、

写真部では、毎年 8月 と、 9月 に開催され

ている行事の記録撮影をさせていただいてい

ます。撮影はデジタルカメラを使用 し、写真

はインデックスアルバムにしてデータととも

に提供させていただいています。地域の方々

との触れ合いを通 して、貴重な勉強をさせて

いただいています。

ということを大切にし、生徒が主体的に判断、行動 し積

極的に自己を生かしてい くことができるように指導 して

いますので、これを引き続 き推進 します。

具体的には、授業を大切にして家庭学習を充実させる

ことで、学力の向上 と希望する進路の実現を図ります。

また授業規律の確立、生活規律の確立、服装指導の徹底、

交通安全指導の推進、学校周辺の美化活動や奉仕活動等

を通 じて、規範意識の育成及び集団の中で自分の役割を

自覚 し責任を果たそうとする態度を育てます。さらに、

学校行事やクラブ活動などの充実により、仲間の大切さ

を体感するとともに体力や特技の向上も図ります。

一人暮 らしの高齢者宅に花を届ける「花交流」、グラウ

ンドゴルフ交流などがあり、また、ボランティア活動 と

して学校周辺の清掃活動をしています。ま走、保育所、

小学校、中学校、赤十字看護大学とも実習や授業などで

連携 しています。

ホームページもご覧 ください。

URL httpi//wvvw`hatSukaichinishl― h,hi「oshi距 la― cied.jp

私たち写真部は、納涼盆踊り大会と敬老会に、顧間の檜曲先生と記録撮

影という形で毎年楽しく参加させいていただいています。その中で私た

ちは、子供たちやお年寄りたち、そして地域の方々とのふれあいという、

阿品台コミュニテイーでしか出来ない貴重な体験をさせていただいてい

ます。この経験とたくさん勉強させていただいた成果を活かして、これ

からのより良い作品づくりにつなげていこうと思います。応援よろしく

お願いします。

ヽ
―

・

写真部のメンバー

本校を平成 18年度卒業の中村亮太さん (帝京大学3年)が、今年行われた第86回箱根駅伝で往路花の

2区を力走。大学は総合 11位に。これまでも帝京大学での学生記録を作る活躍をされています。
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(写真部 部員一同)

卒業生の活躍 |


