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第~2圃寧鍔富主審寝与鵠

r 二笹野。翻識語=費
【大学組制大学】 *合絡後

努英国公立大学

【遥肉}

北海道大学 工学総情報lÌ'，~u:，~学科
室蘭工繁大学工学縮瞳'"社会基鍵系学符

E芯附理化学系学科

7稜嶋た学 入党学部社会科学科

山形大学 工学部 機能高分子工学将

秋岡大'" "育文化学部地織文化学科
公立はこだて未来大学 以日情報れ学部

※私立大学

[道内〕

北海学園大学人文学部英米文化学科

協農学回大学倭食環境学鮮繍""理学問 "学コース

藤女子大学文学部文化総合学斜

人間生活学自民 食物犠奨学"

人間生語学部 人間生活年利

花海道交駒大学 人間科学部 こども路通学科

人間科学M 理学綴U学制

人間科学飢随!Wf:策学科
千鶴科学伎術大学理工学部司自子光工?外

東海大学生物学M 生物学科

国際文化学得国際おョ二階 ~'IÌ学科

キL需大学旭峨共倒学僻桜'^学作攻
嶋崎共倒竿群 Y/，~ n::J ，，:t-~~;W.J':{ 

地職共闘間半群 スポ ツ吃化咋技

J臨機オl例学鮮 日〆ア話作攻

札制学院大学 人文学問:磁f求心明学科

札何回E郁夫学腿光学郎凪際鍵光学れ

[道外3
夜放理科大学理学'"放J軍情報料
網膜糊限大学~~. -'1樋康政tl1~j~部鴻切り旬シ学科

八戸学院大学 人間抱腹学部 人間健際学科

京都外国都大学 外岡高W'{:fZ t切帥・ルト骨房副学特

長崎外開船大学外国崎学部明代終級学科

9U~事訴q'fZ- ijl代J;l:.tγョ，学制
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議私立短則大学

〔道内3
北毎道科学大学短期大学部 自開車工食料慎一郎

凶餓短期大学 食物栄養学科

[専門各櫨学綬】 $合符彼

※高等看11宣告綬
北海道立江笹高崎肴純学校

爾剛早生院稲..専門学位

日嫡記念省縄学校

闘員a脅穂轡門学11

※専門・各種学級

〔遜肉】

専門学段札制tグlIH-' 音響ヱグゴ毒殺 2名

総合審判位噂攻

大防法路公務員専門学佼公格鍋2年制コース

公務員 l年制コース 3名
札拠工科専門鎌校 現唆土木工学科 2名

北海j笹川m!Uv-専門学校 慢能別練士学利

続砕育e製般送築様有門学校 背拠 敏J主主妻術科

*J.'!I北海道保脊鳴門学校 こども学科 2名
経甲車医療車協察捜専門学校 法銀事務学科

難費'J:~持
舎L続医学後補掛ttl!l科廊門学f宣言語絶党土科

介施縮祉士科

礼物別花柄-，ヨノ符門学伎 作繋療法土利

札線医事恒総得制民祉専門学校 医療事務科

札幌i.1-'1&角"帯門学校 -'/-'111' T(;.工科 2名
札純W→&U.守専門学絞 Y砂利妙子H 利

札"へ u.t;リ契官専門学校現11飾科

向山建築?帝 f: 医療事粉砕門学校 建割医学終 盤郷設S行 f(:，科

古川学悶仰."ν 似専門学政情報;'7.:11学科

ゲーム学科

吉間学問英機衝将司専門学校救急'致命学科

視能嗣練士学科

吉岡学周北海道自動取鰹働大学院 自動車登雌学科

古間半幽北海道福祉大学校 介筒福祉学科 2年制

明司学校 日本編祖国縄・2令療般射線学院 S柵綾射線科ヰ

ヨ匹Ihlr.¥t.北構道介縄樋祉学校介健福祉学科

函館短期大学付股調理領羽'"門学校婦層厳科

【道外3
Jf"TV学園 日本11')ー動"
東京町 i，"ii'骨り研究所 、7m学部

【畏周航鴫i] .内定先

【槍山】

有限会社山崎商会

和工1金提綜式会社

除式会社伊関飽 2名

a本望駆使株式会社北i毎週支社

株式会社テーオー小笠原

有限会社ケアステ-，ヨ〆せたな

【道内】

イシターファ ム様式会社道南事簿所

有限会社 ミュージック館

社会縮祉法人渡島福祉会 獲島リハビリテ~;.-- ヨンイヒンター

林式会社吉仙 2名
ネッツトヨタ函館徐式会社

株式会経稔ぴしホテ"
線三宅金祉 制院の川プリシヌホテル

北隔テレック様式会社
保式会社サカ f引勉セ〉夕刊戸 函崎支社

サスオル緑式会社

線式会社ペガスベガス 21包
線式会社もりもと

持式会社セノシ千織支社

社会循祉法人黒密内っくし阻むつみを

社会価祉法人烈松内っくし阻緑ケ丘老人ホム

宮口lUH傘式会社

ケ;.!歯科

有限会社俗狩モーター商会

f道外】保式会社大字工業

I公襲員】 *合絡先

国家公務員 限.(粛患者}

北海道職員行致事務 2名

轡察署降務

せたな町"場 2色
八富町役場

今会梢防署
白梅線

ー熊.. 候繍生(陸上) 2各

一候瞥健編生(航空}

自衛官候補生 4名
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キミの夢をかたちにする、槍山北の総合学科 f八穂の星J(2) 

鶴居者J~劇務員

41E開 j (正~J
-園・
「素晴らしき生徒と保護者の皆僚と』

着任して、患初に出動しだ日o rおi立ょうござ
います」と元気のある一声と立ち止まっての野理

部員の爽やかな挨鍛.そして‘笑顔で「教頭先生、
どうぞ」と蟻員室の扉在開けてくれた生徒会執行

部の女子生徒.

30年の教員生活で初めてのことでしだ.そし
て、そんな子どちだちを男守っている伽慢しくも
頼りになる保護者の方珂.教頭として石ち左色分

からない自分にとって、どれほどの力になっだ

か、感謝の怠しかありません.素晴らしい学絞の

前途をJ白から祈念しています.

薗11敏舗

11回腸寧

創刊京事候，、

惜山北高絞に新採用として註任して8年、
教員としてち一社会人としても未黙な私を、

保護者の方をはじめ地滋の万珂は温かく育

ててくださいました.絡に私が担当しだ学
年・クラス・バスケットポール部の関係者の
方舟には、多くの応援とサポートをいただき

ましだ.ありがとうございました.
真面白でひたむきな生徒たちと接した

日珂は、私にとっての宝物です。新天地に異

動することへの不安はありますが、このI由で
得た経験や人とのつながりを勘みに、新たな

気持ちで頑張ります。長い問、お世話になり

ました.

;事穂竃員

-土潰乃
1 土/1"禽島造立学輯
4 竃置.，橿宣，、

1.鍵体育敏鎗

三 !沼田庫支
， ， 
1菌IU旗高校，、

14年前、植山北高が総合学科に変わ

るというときに産主任しまし定。地鼠の
万均、地元の中学校からの期待が感じら

れ、教闘員ち新しい伝統を創ろうと必死

だつだことを賞えています.今では、「総
合学科は峰山北高に期け」ときわれてい

るようです.生徒はもとより、保護者、
同窓生、地域の方用、地元中学校が支揺

し続けてくれだからだと思っています.

そんな睡かさに包まれた学校に動められ

幸ぜでした.本当にありがとうございま

した.

(::z蜘)

あっという間に1年が経ちました.充

実しだ1年を過ごぜEのほ北高生、地鼠
の方舟のおかげです.本当にありがとう

ございます.

パスケ部のilJ顧問として、部員だちの
一生懸命な姿を見られたこと、一緒に練

習できたことがなによりの思い出です。
いつかまたみなさんに会えることを

楽しみにレています.それまでどうかお

元気で.

E 
4年前の4月に新t軍用として産主任してか

ら、あっという聞に過ぎた4年間でした.社
会人としても事務職員としても未熟で歪ら

ない点が多く、ご迷惑をおかげしだと思いま
す.こんな私を温かく迎え入れていただき、

ありがとうございました.

学校から離れることになりますが、新しい
場所でも頑張ります。速く旭川から皆様のご

活躍を山よりお祈りいたします。 4年間あり

がとうございました.

槍山北高授に劉務して32年問、慢

しい子どち遣や先生方、そして地爆の

皆諸に支えられ退職する事が出来まし

た。 II'Jより感謝しています。今まで本

当にありがとうございました.

18学鮪

! Jj~車環
!苫ゆ敬語高緑内

初任で樋山北高絞に赴任してから

8年間、大変お世話になりましだ.生
徒だちの素直さや碩張りに驚かされ、
保護者の皆織の温かさに悶けられ、楽

しく充実した時聞を過ごさせて頂き
ましだ.録集や部活、学校行事など惜

山北高絞で学んだことを次の学絞で

も活かし頑張りたいと思います.本当

にありがとうございましだ.

この1年間、遭い毎日を送ることがで
き時間がたつのがとても早〈感じまレ

た.未煎な私でしだが、温かく迎えいれ
てくれ1e北高生のみなさん、本当にあり

がとうございましだ.私も皆さんとー績

に成畏できだ気がします.これからまだ
気持ちを入れ替え、精一杯頑張っていき

たいと思います.まだどこかで偶然会う

ことがあるかもしれませんが、そのとき

はまだ元気な挨拶をしてくれると期待

しています!1年問、本当にありがとう

ございました

: ~常勤\f:..

t 事号曾干iHJ

2年聞大変お世話になりまし

だありがとうございました.
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