
さいたま市立浦和南高等学校第５９期生  

池田学年 １年次通信 

 
ご入学おめでとうございます。 

まだまだコロナ禍のもと、落ち着きませんが、浦和南高校第５

９期生の高校生活に大きな期待を胸に、生徒、保護者、教

員、三位一体となって高校生活を盛り上げていきましょう。 

第５９期生を支える学年次団をご紹介します。 

【学年主任】 

☆氏名 池田 恭輔  

担当教科 理科  担当科目 生物基礎   

担当部活動 生物部  

新入生諸君そして保護者の皆様、入学おめでとうご

ざいます。新入生諸君には南高生としての自覚の下で

３年間を充実させ、学力面・精神面・体力面での大い

なる成長を期待しています。コロナウィルス禍という

ことで制限もありますが、日常を大切にして各自それ

ぞれが研鑽を積み、南高を盛り上げていってほしいと

思います。また、保護者の皆様には南高チームの一員

として良き理解者の立場でお子様、南高を支えていた

だければと思います。 

早速ですが、春休みはどうでしたか。南高生活への

意識・期待が強くなりましたか。一般的に、高校では

今までと価値基準が変わりますから、これまで通りに

はいかないこともあるでしょう。不安もあるかもしれ

ませんが、己を信じて努力しましょう。多分新入生の

皆さんは同じ思いなのではないでしょうか。新たな３

年間が始まります。南高のルールやリズムに慣れて、

尊重しあえる仲間とともに実行力を身につけてくだ

さい。応援します。 

ちなみに今年度の授業は全クラスで生物基礎（2 単

位←週 2 回授業があるという意味）を行います。生物

って何なのか探究していきましょう。 

【クラス担任】 

〇 １ 組 担任 氏名 渡辺 諒  

担当教科 地歴公民 担当科目 地理Ａ 国際関係  

担当部活動 サッカー  

 昨年度、３年生を卒業させて今年は１年１組の担任

となりました。元々はさいたま市立大原中学校で教員

を５年間勤め、浦和南高校では今年で５年目となりま

す。授業は１・３・５・６・組の地理Ａと３年生の国

際関係を担当します。今年はありませんが、日本史の

授業も受け持ちます。部活動はサッカー部です。小学

生の時から継続して今でもボールを蹴ります。 

授業や部活、学校生活で中学校と高校の違いで最初

は慣れないことや悩みもあるかもしれません。そんな

ときは気軽に相談してください。細かい自己紹介は授

業のときにさせてもらいます。これからよろしくお願

いします。 

〇 ２ 組 担任 氏名 佐藤光紀  

担当教科 理科 担当科目 物理   

担当部活動 ハンドボール  

自己紹介 

１年の担任でありながら担当授業は２年生のみなの

で、皆さんとの関わりが少ないかもしれません。でも

校内 IT 担当なので、タブレット等でわからないこと

があれば、いつでも聞いてください。それでは、素晴

らしいスタートを切れることを祈っています。 

〇 ３組 （担任） 氏名 野
の

長瀬
な が せ

 好重
よ し え

 

担当教科 数学 担当科目 数学Ⅰ・数学 A   

担当部活動茶道 

新 1 年次の皆さんご入学おめでとうございます。私は

皆さんが生まれる前から南高にいます。20 年南高生を

見てきました。勉強も部活も頑張る先輩達の伝統を受

け継いでほしいです。高校生としての 3 年間失敗を恐

れず思い切りチャレンジして、実りあるものにしてく

ださい。私たちはできる限り皆さんの力になることが

できるように頑張ります。私自身は人生一生勉強だと

思っています。現在、仕事以外では、茶道・着付け・

クラシックバレエなどにチャレンジしています。気軽

日進月歩 
 日々新たに成長する南高生と支える保護者に送る 
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に声をかけてくだい。3 年間よろしくお願いします。 

〇 ４ 組 担任 氏名 古田 久博 

担当教科（英語）担当科目（英コⅠ・英表Ⅰ・Active 

English）  

担当部活動 写真部 

My name is Furuta Hisahiro.  I am looking forward to 

enjoying learning English through not only a textbook but 

also the other materials such English songs, movies, novels, 

newspapers and youtube videos.  Basically, learning 

English is very easy, because all over the world outside of 

Japan, even the kindergarten children can speak English! 

〇 ５組 担任 氏名 開米 耕平         

担当教科 国語科  担当部活動 陸上競技部  

 みなさんこんにちは。1 年 5 組担任の開米です。陸

上競技部の顧問です。実は私も皆さんと同じ南高生で

した。振り返ってみると、私にとって高校生活は一生

ものでした。毎日部活動に励み、合間を縫って勉強す

る。何かに一生懸命に打ち込むという経験はかけがえ

のないものでした。何かに一生懸命になることは大事

です。そこで皆さんに求めたいことがあります。コロ

ナ禍で制限されているこの状況下でこそ、自分たちに

できることを考え、発信していってください。自分た

ちの力で高校生活を輝かせてください。皆さんの無限

の可能性を楽しみにしております。 

〇 6 組 担任 氏名 田中 邦康   

担当教科 数学 担当科目 数学Ⅰ・数学 A   

担当部活動 男子女子バドミントン部  

新 1 年次の皆さんご入学おめでとうございます。私

は浦和南高校で 8 年目となり、君たちが最後の学年と

なります。君たちの成長にたいへん期待をしています。

勉強も部活もがんばってください。私たちは君たちの

成長の手伝いをさせてもらいます。中学校とは違い、

自分でいろいろなことに挑戦してください。 

〇 ７組 担任 氏名 豊田 晶子  

担当教科 国語 担当科目 国語総合   

担当部活動 ハンドボール部  

入学おめでとうございます。みなさんを心から歓迎

します。私は浦和南高校に着任してまだ２年目です。

昨年度は授業や行事などが例年通りに行えなかった

ため、分からないことも多く、いまだに新入生のよう

な心持ちです。今後、みなさんと一緒に、様々な活動

を通じて浦和南高校を深く知り、浦和南高校の一員と

なっていきたいと思っています。また、進路学習係を

担当します。みなさんが前向きに将来について考え、

進路希望を叶えられるうよう頑張ります。3 年間どう

ぞよろしくお願いします。 

〇 ８組 担任 氏名 前田敦         

担当教科 体育科  担当部活動 軟式野球・剣道 

ご入学おめでとうございます。 

高校では生徒間の実力に差が無い状況から学習がス

タートします。中学校で上位だったからといって勉強

を怠っていると、最初の定期テストの順位に自信を失

う結果になるかもしれません。学習だけでなく中学生

時代に経験したことのない悩みも増えるかもしれま

せん。 

「でも、それでいいのです！」 

１から１０まで教わった義務教育期間は終了しまし

た。 

ここからは「１１」も「１２」も「１００」も自分自

身で、何が大切で、何が必要なのかを見つけていくこ

とになります。そして失敗・挫折・後悔をたくさん経

験してください。 

それが人を成長させることになります。 

【副担任】 

□ ５・８組 副担 氏名 小久保 佳代 

担当教科 英語 担当科目 英コⅠ・英表Ⅰ・A.E.  

担当部活動 吹奏楽  

I came from Urawa Municipal High School, and this is 

the first year at Minami Urawa Senior High School. 

This is the first year for me at MUSH , just as it is for 

you.  

I’m looking forward to teaching you English and 

sharing precious time with you.  Do your best at any 

activities here, and I’m sure bright future is ahead of 

you! ) 

□ 1.6 組 副担 氏名 清水奏 

担当教科 保健体育  担当部活動 バトン部   

みなさん、初めまして。そして、ご入学おめでとう

ございます。保健体育科の清水奏です。私もみなさん

と同じく、今年南高にやってきた南高 1 年生です！専

門は舞踊で、高校時代はチアダンス部に加入し、大学

時代はコンテンポラリーダンスを専攻していました。 

これから始まる高校生活に胸を弾ませていることと

思います。楽しい仲間たちと素晴らしい高校生活を送



れるよう、勉強も部活も是非欲張ってみてください。

つらいことがあったとき、一人で抱え込まず、私たち

教員を頼ってください。みなさんが充実した 3 年間を

送れることを願っています！！               

□ ２．４ 組 副担 氏名 守屋 公子  

担当教科 国語 担当科目 1 年 国語総合 3 年 

国語一般 

担当部活動 柔道部、文芸同好会 

入学おめでとうございます。３年間の高校生活への

期待に心を弾ませて、入学生の皆さんも保護者の皆さ

んも今日の日を迎えていること思います。勉強に部活

動に一緒に取り組んでいきましょう。心配なことがあ

ったら、何なりとご相談ください。年次団一同、全力

でサポートします。 

 

 

＜年次の予定＞ 

 

  1 限 2 限 3 限 4 限 5 限 6 限 

4 月 7 日 (水）         HR 入学式 HR 

4 月 8 日 (木） LHR LHR 年次オリエンテーション 部活動オリエンテェーション 

4 月 9 日 (金） スタディーサポート 
クラス集合写真・個人写真・

聴力検査 

4 月 10 日 (土）             

4 月 11 日 (日）             

4 月 12 日 (月） 課題考査 課題考査 課題考査 ジブラボ  LHR LHR 

4 月 13 日 (火） 平常授業 平常授業 

4 月 15 日（木）～16 日（金） 校外 HR （春日部駅西口集合・解散） 

＜各担当からの連絡事項＞ 

進路学習係より 

・『スタディーサポート活用 Book』は 4 月 9 日（金）に提出です。 

 

＜年次の予定＞ 

国語科より 

・『高校国語へのステップ 高校国語のための準備と練習』は 4 月 12 日（月）に提出です。 

英語科より 

・「ジーニアス英和辞典」のパンフレットは、これからしばらく使います。また、１５日、

１６日の宿泊研修に持っていきます。 

・本日、サイドリーダー「The World of O. Henry 1」を配布しました。辞書を引かなくても

読めます。読み始めてください。これから、非常に忙しい日々を過ごすことになります。「浦

南の英語」を徹底的に指導していきます。部活以上にハードかもしれません。三年間乗り切

ってください。 

 

 

 


