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    ３月の行事予定 

21(金)  終業式  SPA壮行式 教科書販売 
22(土)  SPA出発 
24(月)~25日(火) 春季補習 
26(水)～27(木)春季セミナー(1，2年希望者) 
27(木) 入学予定者登校日 

     ４月の行事予定 

 ８(火) 新任式・始業式・入学式 
 ９(水) 宿題テスト 対面式 写真撮影 
    部紹介  
11(金) 退任式 
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  ３月１日 平成１９年度勝山高校卒業式が行われ、１５７名の卒業生が

学舎をあとにしました。今年度の入場曲には卒業生が選んだ『蕾』退場曲

には『旅立ちの唄』が奏でられての卒業式でした。送辞では、池田生徒会

長が鼓山祭や部活動など学校生活での思い出を振り返り、感謝の言葉をお

くりました。答辞では、後藤さんが学校生活や進路決定での苦労や喜びな

どを涙ながらに語り、のれんの町勝山を彩る「のれん」のようにしなやか

に個性を表現できる人になりたいと旅立ちの言葉を述べました。凛とした

緊張感の中、今年もまた卒業生を送り出すことが出来ました。 
 

 

 

 

 卒業生より卒業記念品として普通教室と理科の教室、視聴覚教室に電波時計が

寄贈されました。１，２年生の教室は時計の常設がなかったこともあり、学校生

活で便利なものを考案した結果、普通教室の電波時計となりました。卒業生のみ

なさん ありがとうございました。 

○充実した時を刻んでください。○ 

検索 

 簿記や情報処理をはじめ、多くの資格取得に励み、その成果をたたえられて、

表彰を受けた3年生を紹介します。 

産業教育振興会中央会会長表彰  二司くん 

岡山県産業教育振興会特別表彰  水島くん 

岡山県産業教育振興会会長表彰  横山さん 

岡山県職業教育技術顕彰 二司くん 福山くん 水島くん 三牧くん 

            後藤さん 須藤さん 新幸美さん 福田さん 

全国商業高等学校協会 卒業生成績優秀者表彰 後藤さん 

1級合格 【6種目】二司くん【5種目】福山くん 水島くん 後藤さん 

【3種目】三牧くん 須藤さん 新幸美さん 福田さん 
 

 

 



  
  
    
 
  
 
 
 
 
進路結果速報 (３月２４日現在)  （ ）内の合格者数は延べ数（含既卒生） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

地元希望の生徒が多く、順調に内定

をいただきました。漠然と就職を考え

るのではなく、会社の内容を調べるだ

けでなく、どのような仕事をするのか、

自分に出来るのか、しっかり見定めま

しょう。2 年生は、この春休みが見定

めるための最後のチャンスです 

平成１９年度入試の合否結果がほぼ出そろいました。本年度の３年生には学年団集会等があるごとに「３年生１５７名の最後の１人の進路が決定した時が本

年度３年生の進路指導が終わる日だ。勝高というひとつのチ－ムで団体戦を闘っていくんだ。」と話をしてきました。これは受験勉強そのものは個人でするも

のですが、最後の日まで受験に向かっていく気持ちは全員同じである、という意味です。夏を過ぎ、１１月から推薦入試、１月の大学入試センター試験、２月

の一般入試と時は流れました。途中、進路指導室では何人もの生徒が涙を流しました。そして合格発表の日、「あった、よっしゃぁ」と拍手とともに、生徒と

先生がガッツポーズで喜ぶ光景が何度も進路指導室で繰りひろげられました。みんなの何ともいえない笑顔、３年間の苦労が吹き飛んでいきました。 

 本年度の結果について簡単にお話いたします。国公立大学については本年度合格者６２名（含既卒生）で、ここ数年間では最多数でした。特に本年度はＡＯ・

推薦入試による合格者が２２名と多かったのが特徴です。また商業科からの国立大学への合格者もでました。本年度３年生は１～２年次から総合的な学習の時

間等を活用し地元、真庭の町おこしやバイオマス等に関する研究を積極的に取り組んできた学年でした。それらを通して探求する力やプレゼンする力を身につ

面接や小論文等で上手く活かし好結果に結びつけたと思います。一般入試では前期試験では３４名が合格、中・後期試験では６名が合格し一般入試で合計４０

名が合格しました。私立大学は合格者１０３名でした。全体的には本年度も易化傾向にあると感じました。関関同立や中堅私大においても易化傾向にあります

が一定の実力が無いと合格は厳しいようで私大の二極分化がすすんでいます。特に文系においてはその傾向が強いと感じました。短期大学は全国的な傾向と同

じく４年制大学への移行に合わせ、本校でも受験者が減少し、本年度は７名の合格者となりました。専門学校等は２１名で医療系以外の学科では志望通りの合

格となりました。一方、医療系学科は実力が問われました。学年全体としては短期大学・専門学校の進学者が減少し４年制大学進学者が増加しました。 

                                                       進路指導課長 竹内成長 

 美術部員が春をイメージして描いたデザインを商業科3年生「まちづくりを考える」のれん部会の3人
が図柄を作成し、町並みののれんを手がける染織家加納さんが春ののれんを染め上げました。こののれん

を美作県民局真庭支局の玄関に飾り、披露しました。春らしいピンク色を基調に、真庭市の梅や桜の花び

ら、軒先に掲げられたのれん、付近の山や旭川などをイメージしたものとなりました。夏・秋に続き、春

の 3 枚目の共同制作です。のれんの町 勝山の高校生だからこそできるのれん制作に喜びを感じながらの

企画となりました。 

 
○進学 
【国公立大学】 
信  州（１） 
浜松医科（１） 
静  岡（１） 
和 歌 山（３） 
鳥  取（５） 
島  根（８） 
岡  山（８） 
広  島（５） 
山  口（４） 
徳  島（５） 
香  川（１） 
愛  媛（１） 
高  知（７） 
九州工業（１） 
佐  賀（１） 
琉  球（１） 
高崎経済（１） 
大阪府立（１） 
兵庫県立（２） 
広島市立（１） 
山口県立（３） 
高知女子（１） 
国公立大学合計

（６２） 

【私立大学】 
北海道医療 （１）  関西学院    （３） 
東北芸術工科（１）  甲南      （１） 
杉野服飾  （１）  神戸学院    （１） 
創  価  （１）  神戸国際    （１） 
帝  京  （３）  神戸流通科学  （１） 
日  本  （２）  姫路獨協    （１） 
日本社会事業（１）  兵庫      （１） 
神奈川   （１）  帝塚山     （２） 
金沢工業  （１）  奈良      （２） 
藤田保健衛生（１）  くらしき作陽  （２） 
京都橘   （２）  ﾉー ﾄﾙﾀ ﾑ゙清心女子（４） 
京都産業  （10）  岡山商科    （５） 
京都造形芸術（１）  岡山理科    （５） 
京都薬科  （１）  吉備国際    （３） 
同志社女子 （１）  就実      （１） 
立命館   （４）  川崎医療福祉  （４） 
龍谷    （９）  倉敷芸術科学  （１） 
佛教    （１）  美作      （３） 
関西    （２）  広島修道    （２） 
関西外国語 （２）  松山      （１） 
近畿    （３）  別府      （１） 
大阪経済  （５）  私立大学合計（１０３） 
大阪総合保育（１）   
大阪大谷  （３） 

【短期大学】 
新見公立短 （４） 
川崎医療短 （１） 
岡山短   （１） 
就実短   （１） 
短期大学合計（７） 

【専門学校等】 
ESP ﾐｭｰｼﾞｶﾙｱｶﾃ ﾐ゙  ー     （１） 
中部楽器技術専      （１） 
関西ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌﾟﾛ専     （１） 
柏原看護専       （１） 
YMCA米子医療福祉専 （１） 
米子医療ｾﾝﾀｰ付属専    （１） 
ビーマックス          （２） 
旭川荘厚生専          （１） 
岡山医療ｾﾝﾀｰ付属看護専（１） 
岡山科学技術専        （２） 
岡山県理容美容専      （１） 
岡山済生会専          （１） 
岡山情報ﾋ゙ ｼﾞﾈｽ学院    （２） 
岡山赤十字看護専      （１） 
玉野総合医療専        （１） 
倉敷中央看護専        （１） 
大村美容専            （１） 
中国職能大学校    （１） 
専門学校等合計（２１） 

 

○就職 
アサヒフォージ株式会社 
オーティス株式会社 
株式会社 山陽マルナカ 
株式会社 デンソー勝山 
株式会社 ワンドゥ 
山陽精機株式会社 
真庭農業協同組合 
森のホテルロシュフォール 
母里建設株式会社 
ランデス株式会社 
株式会社イズミ 
(株)いんでいら 
岡山プラザホテル 
両備ホールディングス 
トモ・プロジェクト株式会社 
西日本旅客鉄道株式会社 
ダイハツ工業株式会社 
理容タナベ 


