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生徒４名に教員１名
北海道えりも高等学校長 三浦眞児
地域や保護者の皆様には、日頃より、本校の教育活動の推進にご理解
とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、４月１０日に３１名の新入生を迎え、平成２９年度がスタートいた
しました。今年は教職員の異動が例年より多い年となりました。進路指
導のエキスパートや担任として生徒を卒業させたばかりなど、他校で
経
験を積んだ教員の多いのが特徴です。生徒たちが仲間と学校生活を
送
る中、たくましく成長して社会に巣立っていけますよう、全教職員で責任
を持って指導に当たってまいります。
今年度も、本校の特長は、あらゆる進路指導に対応した幅の広い教育課程と、それを確実に実現させるきめの細か
い個別指導です。国公立大学進学に対応した科目から商業系の資格取得につながる科目、コミュニケーション力を高
めて人間力アップをめざした科目まで設定し、それぞれ専門の教員が担当します。今年度の全校生徒８６名の教育活
動を２１名の教員が担当するので、生徒４名につき教員が１名付くという環境です。部活動も、中高連携などを活用しな
がら、多様性を確保しております。
生徒たちは、それぞれが持っている特別な夢を、「かなえる場」として高校をとらえ、自分なりの高校生活を過ごしてほ

着任者挨拶

加藤 勉（かとう・つとむ）教頭

吉田 裕一（よしだ・ゆういち）教諭〔商業・情報科〕

この度の人事異動で道北の士別市か
このたび稚内南小学校から赴任し
ら参りました。教員としてオホーツ
ました吉田裕一です。稚内の前は礼
ク、釧路、上川管内を渡り歩き、日高
文高校で商業と情報を担当していま
管内は初めての赴任です。４月１日よ
した。礼文高校は全校生徒22名でし
り家族ともども町民の一員として仲間
た。少ない人数でしたので、一人ひ
入りさせていただきましたが、わずか
とりの生徒の課題に合わせた指導な
数日の間でも、地域の皆様に暖かく接
ど教育の原点に近い活動を行ってき
していただき、ありがたく思っており
ました。礼文とえりも、場所は違い
ます。可能性を秘めた生徒、そして地
ますが教育の原点は同じです。えり
域の皆様が大切にしてきたえりも高校のために努力して も高校でも一人ひとりの生徒に寄り添い、個に応じた
参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
教育を実践していきます。よろしくお願いします。

高橋 早紀（たかはし・さき）〔事務〕
この度４月から事務員としてお世
話になります、高橋早紀と申しま
す。今は、まだまだ分からないこと
もたくさんあり、皆さんにご迷惑を
かけてしまうこともあると思います
が、早く仕事に慣れて事務員として
皆さんのお役に立てるように一生懸
命頑張りますので、どうぞよろしく
お願いします、なにかありましたら、気軽に声をか
けてください。毎日、元気で明るく笑顔で頑張りま
す！！
谷内 敏高（たにうち・としたか）教諭〔数学科〕
はじめまして。この度、後志にあ
る小樽潮陵高校から参りました、谷
内敏高と申します。分掌は総務部
で、保護者の皆様方とも接する機会
も多く、何かとご協力いただくこと
があるかと思います。教科は数学
で、生徒の皆さんの学習のサポート
をしていければと思っています。ま
だまだ力不足ではありますが、できることを精一杯
やらせていただきたく思います。どうぞよろしくお
願いします。

山上 智史 （やまがみ・さとし）教諭〔英語科〕
札幌南陵高校から参りました、山
上智史と申します。教科は英語、部
活動は女子バレーボール部を担当し
ます。町民の皆様や生徒にとても温
かく迎えていただいたことに喜びを
感じております。少人数教育の利点
を生かして生徒の進路実現ができる
ように、また、学校生活が充実した
ものになるように一生懸命がんばっていきますので
よろしくお願いいたします。
古谷 祐美（ふるや・ますみ）教諭 〔国語科〕
この度、北海道静内高等学校から
参りました古谷祐美と申します。前
任校在任中から、えりも町やえりも
高校の良さを伺っていたので、皆さ
んにお会いできることを心待ちにし
ておりました。本校では１年Ａ組の
副担任を務めさせてさせていただく
ほか、国語、教務部、バドミントン
部副顧問を担当します。まだ不慣れな部分もあります
が、生徒の皆さんが有意義な高校生活を送れるよう力
を尽くして参りますので、よろしくお願い致します。

をしていければと思っています。ま
だまだ力不足ではありますが、できることを精一杯
やらせていただきたく思います。どうぞよろしくお
願いします。
工藤 翔太（くどう・しょうた）教諭 〔数学科〕
はじめまして。この度北海道当別
高等学校から参りました、工藤翔太
と申します。本校では数学を担当
し、部活動では女子バレーボール部
副顧問として努めてまいります。高
校生という限られた期間ではありま
すが、その中で全身全霊、生徒が充
実した学校生活を送れるよう精一杯
サポートをしたいと考えておりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

ほか、国語、教務部、バドミントン
部副顧問を担当します。まだ不慣れな部分もあります
が、生徒の皆さんが有意義な高校生活を送れるよう力
を尽くして参りますので、よろしくお願い致します。

１年Ａ組担任
大竹義浩（おおたけ・よしひろ）教諭〔理科〕

このたび、１年Ａ組の担任を
受け持つことになりました、大
竹義浩と申します。えりもに来
て４年目になり、えりも町の皆
さんには本当にお世話になって
います。１Ａの生徒は１６人、
えりも高校にきてよかったと思
えるような充実した日々を送れ
るように、授業、学校行事、部
活動など色々な面でサポートをしていきたいと
思っています。また、生徒一人一人をしっかり
と見て、個性を伸ばし、夢を実現できるように
努力していきます。至らないところがたくさん
あると思いますが、生徒のために精一杯頑張り
ますので、よろしくお願いいたします。

佐藤 竣介（さとう・しゅんすけ）教諭〔国語科〕
はじめまして。佐藤竣介と申しま
す。３月までは北海学園大学に在籍
しており、このえりも高校が初任校
となりました。教科は国語を担当
し、その他にも２年Ａ組の副担任、
進路指導部、男子バスケットボール
部の副顧問をさせていただきます。
まだまだわからないことが多くご迷
惑をおかけすることもあると思いますが、生徒のた
めに精一杯頑張っていきたいと思いますので、よろ
しくお願いします。
１年Ｂ組担任
田中 優樹 （たなか・ゆうき）教諭〔保健体育科〕 林宏幸（はやし・ひろゆき）教諭〔保健体育科〕
はじめまして。田中と申します。
初めまして。この度、女満別高校
３月まで北翔大学生涯スポーツ学部
から赴任してきました林宏幸と申し
スポーツ教育学科に在籍していまし
ます。教科は保健体育、部活動は野
た。本校では保健体育を担当し、３
球部、そして、１年Ｂ組の担任をさ
年Ａ組の副担任、生徒指導部、女子
せていただくことになりました。来
バスケットボール部の顧問をさせて
たばかりでえりものことがわからな
いただきます。はじめてのことばか
いことが多く、保護者の皆様には
りでご迷惑をおかけすることもある
ご迷惑おかけすると思いますが、全
と思いますが、「生徒のために」をモットーに妥協
力を尽くして頑張ってまいります。
せず、全力で取り組んでいきます。よろしくお願い また、町立ということで、町の方々・地域の方々
します。
の手厚い支援があるなど、すでにえりも町の温かさ
を感じております。いち早く慣れて、えりも町の一
員としてお力になりたいと思います。そして何よ
り、生徒たちが充実した学校生活・幸せな人生を過
ごせるよう努めますので、どうぞよろしくお願いい
４月１０日（月）、本校体育館にて平成２９年度 たします。
第３１回入学式が行われました。この日はたいへん
暖かく、晴れの舞台にふさわしい一日となりまし
た。今年度の新入生は、男子１７名、女子１４名の
合計３１名でした。新入生代表宣誓をした中村優花
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