
 僕はバスケットボール部と生徒会執行部に

います

頑張っています。執行部は

校のために全力

は、数学が好きです。そこで、疑問がよく出てきます。

だから

ださい

いです。

皆さんも

を送りませんか

 私は

めは不安でしたが

部活動は

を行いましたが

皆さんも

 

 

 

 

 

勝高Ｖｏｉｃｅ

高校生になってからの生活の変化についてや、いま

い勝高生活を感じてください♪

○●

 僕は勝高に入学して、勉強と部活の両立を頑張っ

ます。勉強は授業のペースが中学の頃よりも速いので、

予習・復習がとても大切だと実感しています。部活動も

楽しく

がかかる

を送ることができ生活リズムを確立しやすいです。集団

生活の中で、将来社会に出てからも役

立つこと

勝山高校生の声

僕はバスケットボール部と生徒会執行部に

います。バスケ部

頑張っています。執行部は

校のために全力を

数学が好きです。そこで、疑問がよく出てきます。

だから先生に質問すると、わかりやすく丁寧に教えて

います。他にも

いです。 

皆さんも勝高で

送りませんか？

私は勝山高校に入学し、毎日楽しく高校

めは不安でしたが、

部活動は吹奏楽部に

を行いましたが、中学校の頃とは

皆さんもぜひ勝高に

Ｖｏｉｃｅ第２号は４月に入学した１年生から、中学生の皆さんに向けて

高校生になってからの生活の変化についてや、いま

い勝高生活を感じてください♪

○●普通科

僕は勝高に入学して、勉強と部活の両立を頑張っ

ます。勉強は授業のペースが中学の頃よりも速いので、

予習・復習がとても大切だと実感しています。部活動も

楽しく、とても充実しています。また、僕は通学に時間

がかかるため寮に入っています。寮では規則正しい生活

を送ることができ生活リズムを確立しやすいです。集団

生活の中で、将来社会に出てからも役

立つことをたくさん学んでいます。

勝山高校生の声

僕はバスケットボール部と生徒会執行部に

。バスケ部では、新しい友達と

頑張っています。執行部はまだ

を尽くしたいと思っています。勉強で

数学が好きです。そこで、疑問がよく出てきます。

先生に質問すると、わかりやすく丁寧に教えて

ます。他にも、友達はみんな優しく、毎日が楽し

勝高で充実した高校

？ 

勝山高校に入学し、毎日楽しく高校

、良い友達ばかりで

吹奏楽部に入部し、部員

中学校の頃とは

勝高に入学して

号は４月に入学した１年生から、中学生の皆さんに向けて

高校生になってからの生活の変化についてや、いま

い勝高生活を感じてください♪

普通科●○

僕は勝高に入学して、勉強と部活の両立を頑張っ

ます。勉強は授業のペースが中学の頃よりも速いので、

予習・復習がとても大切だと実感しています。部活動も

とても充実しています。また、僕は通学に時間

寮に入っています。寮では規則正しい生活

を送ることができ生活リズムを確立しやすいです。集団

生活の中で、将来社会に出てからも役

をたくさん学んでいます。

蒜山

石田

勝山高校生の声(Voice)

湯原中出身

内田章

勝高

僕はバスケットボール部と生徒会執行部に

、新しい友達と共に

まだこれからですが、勝山高

尽くしたいと思っています。勉強で

数学が好きです。そこで、疑問がよく出てきます。

先生に質問すると、わかりやすく丁寧に教えて

友達はみんな優しく、毎日が楽し

充実した高校生活 

勝山高校に入学し、毎日楽しく高校

ばかりですぐになれることができ、新しい友達もたくさんできました。

部員みんなで切磋琢磨し合いながら活動

中学校の頃とはまた違った

入学して一緒に高校生活を楽しみましょう

号は４月に入学した１年生から、中学生の皆さんに向けて

高校生になってからの生活の変化についてや、いま

い勝高生活を感じてください♪ 

●○  

僕は勝高に入学して、勉強と部活の両立を頑張っ

ます。勉強は授業のペースが中学の頃よりも速いので、

予習・復習がとても大切だと実感しています。部活動も

とても充実しています。また、僕は通学に時間

寮に入っています。寮では規則正しい生活

を送ることができ生活リズムを確立しやすいです。集団

生活の中で、将来社会に出てからも役 

をたくさん学んでいます。 

蒜山中出身 

石田貴郁 

(Voice)をお届け！！

中出身 

内田章貴 

勝高 Voice

僕はバスケットボール部と生徒会執行部に所属して

共に、日々練習を

これからですが、勝山高

尽くしたいと思っています。勉強で

数学が好きです。そこで、疑問がよく出てきます。

先生に質問すると、わかりやすく丁寧に教えてく

友達はみんな優しく、毎日が楽し

勝山高校に入学し、毎日楽しく高校生活を送っています。同じ中学校からの

すぐになれることができ、新しい友達もたくさんできました。

みんなで切磋琢磨し合いながら活動

違った良さのある、

一緒に高校生活を楽しみましょう

号は４月に入学した１年生から、中学生の皆さんに向けて

高校生になってからの生活の変化についてや、いま頑張っていることなど、身近な先輩からのメッセージを読んで、楽し

 

僕は勝高に入学して、勉強と部活の両立を頑張ってい

ます。勉強は授業のペースが中学の頃よりも速いので、

予習・復習がとても大切だと実感しています。部活動も

とても充実しています。また、僕は通学に時間

寮に入っています。寮では規則正しい生活

を送ることができ生活リズムを確立しやすいです。集団

をお届け！！

Voice

 私は勉強と部活の両立を頑張っています。勉強は

をして

習する

からなかったところ

しています。部活は

して精神的な部分も

るように日々の練習をがんばって

みなさんも

送りませんか？

所属して

、日々練習を

これからですが、勝山高

尽くしたいと思っています。勉強で

数学が好きです。そこで、疑問がよく出てきます。

く

友達はみんな優しく、毎日が楽し

送っています。同じ中学校からの

すぐになれることができ、新しい友達もたくさんできました。

みんなで切磋琢磨し合いながら活動

良さのある、とても楽しい

一緒に高校生活を楽しみましょう！

号は４月に入学した１年生から、中学生の皆さんに向けて

頑張っていることなど、身近な先輩からのメッセージを読んで、楽し

 

 私が勝高を選んで一番良かったと思うことは、クラスの

雰囲気がとてもいいことです。おかげで、クラスメートに

同じ中学校出身の人が少ない私も、毎日とても楽しく学校

生活を送っています。そして

予習・復習などの時間をつくるために

ています。

できるようになり、

などに使える時間が増えました。

みなさんも

おくりませんか？

てい

ます。勉強は授業のペースが中学の頃よりも速いので、

予習・復習がとても大切だと実感しています。部活動も

とても充実しています。また、僕は通学に時間

寮に入っています。寮では規則正しい生活

を送ることができ生活リズムを確立しやすいです。集団

をお届け！！ 

Voice

私は勉強と部活の両立を頑張っています。勉強は

て授業を受け、わからないところや重要な

するというサイクルを心がけています。復習をして

からなかったところ

しています。部活は

精神的な部分も

るように日々の練習をがんばって

みなさんも、勝高で楽しい高校生活を

送りませんか？ 

送っています。同じ中学校からの

すぐになれることができ、新しい友達もたくさんできました。

みんなで切磋琢磨し合いながら活動しています。

楽しい演奏会でした。

！ 

号は４月に入学した１年生から、中学生の皆さんに向けてのメッセージをお届け

頑張っていることなど、身近な先輩からのメッセージを読んで、楽し

  

私が勝高を選んで一番良かったと思うことは、クラスの

雰囲気がとてもいいことです。おかげで、クラスメートに

同じ中学校出身の人が少ない私も、毎日とても楽しく学校

生活を送っています。そして

予習・復習などの時間をつくるために

ています。夢手帳を使うことで時間の使い方を考えて生活

できるようになり、

などに使える時間が増えました。

みなさんも勝高で楽しい高校生活を

おくりませんか？

Voice 
平成 
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雰囲気がとてもいいことです。おかげで、クラスメートに

同じ中学校出身の人が少ない私も、毎日とても楽しく学校

生活を送っています。そして私は

予習・復習などの時間をつくるために

夢手帳を使うことで時間の使い方を考えて生活

できるようになり、勉強以外にも読書

などに使える時間が増えました。

勝高で楽しい高校生活を

おくりませんか？ 
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友人や先生に聞いて解決するよ

剣道部に所属しています。剣道

鍛えています。そして良い結果が
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私が勝高を選んで一番良かったと思うことは、クラスの
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○●

 私は

ありましたが、友人たちや華道部の優しい先輩方のおかげ

で、日々楽しく充実した学校生活を送ることができ、思い

出が少し

るクラスはみんなとても仲がよくて、安心して勉強やいろ

いろな活動に励むことができています。

をつくってくださっているので、私もその

を学び

いきたいです。

 僕は文武両道を目標に

く、難しくなっていますが、先生方が

夢手帳を

でしたが、今では楽しい高校生活を送っています。

皆さん

送りましょう。

 私は

専門科目に

授業で

先生や友だちに聞いて理解できるようにしています。

部活動では

しく活動しています。勝高は

ることができ、勉強や部活を通して

自分が成長できる場所です。

私は勝高に入学する前

ですが入学してみると

かったビジネス科目の勉強

事ができています。部活は

ができています。

皆さんも私たちと

 

○●ビジネス科

私は入学してすぐの時は新しい

ありましたが、友人たちや華道部の優しい先輩方のおかげ

で、日々楽しく充実した学校生活を送ることができ、思い

少しずつ増えて

るクラスはみんなとても仲がよくて、安心して勉強やいろ

いろな活動に励むことができています。

をつくってくださっているので、私もその

学び、今後の学校生活につなげて

いきたいです。 

僕は文武両道を目標に

難しくなっていますが、先生方が

夢手帳を活用して勉強時間を決めたり、忘れ物が

でしたが、今では楽しい高校生活を送っています。

皆さんもぜひ勝山高校

送りましょう。 

私は勝高のビジネス科で学んでいます。学習面では

専門科目に加え、国・数・

授業で分からない

先生や友だちに聞いて理解できるようにしています。

部活動では硬式野球部の

しく活動しています。勝高は

ることができ、勉強や部活を通して

自分が成長できる場所です。

私は勝高に入学する前、クラスの人となじめるのか、勉強についていけるのか、不安なことがたくさんありました。

入学してみるとクラスのみんなはとても話しやすく

かったビジネス科目の勉強を頑張っています。

事ができています。部活は陸上部

います。 

私たちと一緒に楽しい高校生活を送りませんか？

 

ビジネス科

すぐの時は新しい

ありましたが、友人たちや華道部の優しい先輩方のおかげ

で、日々楽しく充実した学校生活を送ることができ、思い

つ増えていく事に喜びを

るクラスはみんなとても仲がよくて、安心して勉強やいろ

いろな活動に励むことができています。

をつくってくださっているので、私もその

、今後の学校生活につなげて

 

僕は文武両道を目標に、勉強は

難しくなっていますが、先生方が

活用して勉強時間を決めたり、忘れ物が

でしたが、今では楽しい高校生活を送っています。

勝山高校に入学して

新庄中

西田あやな

勝高のビジネス科で学んでいます。学習面では

加え、国・数・理

分からないところがあったら、その日のうちに

先生や友だちに聞いて理解できるようにしています。

硬式野球部のマネージャーとして日々楽

しく活動しています。勝高は

ることができ、勉強や部活を通して

自分が成長できる場所です。

勝山中

浅野花

クラスの人となじめるのか、勉強についていけるのか、不安なことがたくさんありました。

クラスのみんなはとても話しやすく

を頑張っています。

陸上部に入っており先輩方も優しくいつも元気に楽しく部活をすること

一緒に楽しい高校生活を送りませんか？

 

ビジネス科●○

すぐの時は新しい事ばかりで

ありましたが、友人たちや華道部の優しい先輩方のおかげ

で、日々楽しく充実した学校生活を送ることができ、思い

喜びを感じています。

るクラスはみんなとても仲がよくて、安心して勉強やいろ

いろな活動に励むことができています。先生方が

をつくってくださっているので、私もその

、今後の学校生活につなげて 

勉強はもちろん

難しくなっていますが、先生方がユニーク

活用して勉強時間を決めたり、忘れ物が

でしたが、今では楽しい高校生活を送っています。

に入学して、僕たちと

中出身 

あやな 

勝高のビジネス科で学んでいます。学習面では

理・公民・英を勉強します。

ところがあったら、その日のうちに

先生や友だちに聞いて理解できるようにしています。

マネージャーとして日々楽

しく活動しています。勝高は、たくさんの友達と関わ

ることができ、勉強や部活を通して 

自分が成長できる場所です。 

中出身 

浅野花奈 

クラスの人となじめるのか、勉強についていけるのか、不安なことがたくさんありました。

クラスのみんなはとても話しやすく

を頑張っています。覚える事

に入っており先輩方も優しくいつも元気に楽しく部活をすること

一緒に楽しい高校生活を送りませんか？

 

●○ 

ばかりで戸惑う事も

ありましたが、友人たちや華道部の優しい先輩方のおかげ

で、日々楽しく充実した学校生活を送ることができ、思い

感じています。私のい

るクラスはみんなとても仲がよくて、安心して勉強やいろ

先生方がいい環境

をつくってくださっているので、私もその環境で多くの

もちろん部活動にも積極的に参加しています。たしかに高校での勉強

ユニークな人ばかりなので

活用して勉強時間を決めたり、忘れ物がないよう心がけています。入学前は

でしたが、今では楽しい高校生活を送っています。 

、僕たちと一緒に楽しい高校生活を

勝高のビジネス科で学んでいます。学習面では

・英を勉強します。

ところがあったら、その日のうちに

先生や友だちに聞いて理解できるようにしています。

マネージャーとして日々楽

たくさんの友達と関わ

クラスの人となじめるのか、勉強についていけるのか、不安なことがたくさんありました。

クラスのみんなはとても話しやすく、すぐになじむ事ができました。勉強では

覚える事も多いで

に入っており先輩方も優しくいつも元気に楽しく部活をすること
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