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今年度は 回の 地域防犯声かけ運動 と 月の 緊
急防犯パトロール を各委員さんの協力を頂き実施す
ることが出来、ありがとうございました。これからも
是非継続して行きたいと思います。また 愛のおいで
んパトロール では暑い中子供達の激励をかねて回る
ことが出来ました。これも委員さんの協力があったか
らこそ出来たと思っております。この一年本当にいい
勉強をさせて頂きありがとうございました。
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豊田北高での 年間に多くの学びと様々な経験を
積み重ねてきたと思います。これからは、自分自身
を信じそれぞれの人生を歩んでいかなければなりま
せん。君たちは、 慮（おもんばか）る力 を知っ
てますか？それは、大きな意味で 相手の心を知る
能力 です。
慮る力 を身につけるには、
己を知る 自分で責任の持てる範囲と限界をしっ
かり自覚する。自分自身を知らなければならない。
対人観 自分の心を開き、相手を認める広い心を
持ち、常に相手の気持ちを考えたうえで冷静に行
動する。
自制 心の舵を取る。相手を理解して、それに合っ
た自分の行動を意識的にきちんとコントロールする。
自分の心を開き 相手の今の気持ち を考えて対
処。難しいですが、様々な機会に少しずつ考えな
がら実践して下さい。常に向上心を忘れず、有意
義な人生を。夢は叶えるもの。君たちの活躍を期
待しています！

卒業を祝って

会長 村山 雄司

心に驕（おご）りなき時は 人を敬う

心に誤りなき時は 人を畏（おそ）れず

心に邪険なき時は 人を育つる

心に貪りなき時は 人に諂（へつら）ふことなし

心に堪忍ある時は 事を整ふ

心に曇りなき時は 心静かなり

心に勇ある時は 悔やむことなし

心に迷ひなき時は 人を咎（とが）めず

上杉謙信 希代の名将 心を源 とす

………………………………………………………………

希望に生きる者は つねに若い

哲学者 三木 清 の到達せし真理なり

………………………………………………………………

一度もある人生 は心と希望もて それが覚悟なり

北高生が好き 北高が好き そして自分が好き

の私 自らの信念として ─ 今を ありがとう ─

心 希望
─そして 一度もある人生 よ

校長 川合 政仁

委員長
小林美恵子

一年間、当委員会の活動にご協力くださり大変感謝

しております。

次年度から恒例の剪定作業が無くなるということで

少し残念な気がしますが、その分クリーン活動をこれ

まで以上に充実していきたいと思います。今後も環境

委員会の活動にご協力くださるよう宜しくお願いいた

します。
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委員長
佐藤 幸一

適切な進路意識を育てるために今年も家庭と学校の

相互理解を深めることを目的にやってきました。特に

夏期補習空調設備については一年生、二年生、三年生

の各教室に取付け勉学向上に十分生かされたと思いま

す。毎日、毎日の積み重ねを大切にして未来のある人

生に向かっていって下さい。先生方委員の皆様方今年

一年間ありがとうございました。
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委員長
岡村 成典

お陰さまで、本めぶき第 号を無事お届けすること
ができました。原稿執筆にご協力いただいた皆様なら
びにご愛読の皆様、本当にありがとうございました。
来年度の創立 周年・高 連愛知大会に際し、内は
もとより外からも愛される広報誌、広報活動を展開し
豊田北高校の益々の発展に尽くして参りたいと思いま
す。どうか引き続き皆様のご協力をよろしくお願い致
します。
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委員長
林田 伸一

今年度も各委員方々の協力を頂き部活動の応援やソ
フトミニバレー大会を中心に活動いたしました。
月のソフトミニバレー大会では 会員の皆様

や先生方、 の方、 役員の方々多くの参加を
頂き、ケガもなく和気あいあいと楽しく開催できまし
た事に感謝いたします。
今後とも会員の方々の親睦が図れる様に委員会とし
て頑張ってまいります。
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委員長
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打倒 年生を目標に作り始
めたマスコット、単純な球体
をどれだけ上手に作れるか、
皆で協力しあい、一つになっ
て作りました。 年 組の心
のこもった作品です。

打倒 年生を目標に作り始
めたマスコット、単純な球体
をどれだけ上手に作れるか、
皆で協力しあい、一つになっ
て作りました。 年 組の心
のこもった作品です。

バボちゃん
僕たちのクラスは、マスコ
ット作りに取り掛かるのが一
番遅く、当日までにできるか
どうか不安でした。でもみん
なの協力で少し小さいけど、
うまくやれました。

僕たちのクラスは、マスコ
ット作りに取り掛かるのが一
番遅く、当日までにできるか
どうか不安でした。でもみん
なの協力で少し小さいけど、
うまくやれました。

のだめのマングース
私たちのマスコットはおで

んくんです。作るのは本当に
大変でしたが、思っていたよ
りおでんくんになりました。
唇がチャームポイントです。
ぜひ見てください。

私たちのマスコットはおで
んくんです。作るのは本当に
大変でしたが、思っていたよ
りおでんくんになりました。
唇がチャームポイントです。
ぜひ見てください。

夏なのに…おでんくん
みんなで協力して作った努

力の熊 組とアヒルとコリ
ラの可愛らしさは、どこにも
負けません 無事にお嫁に行
きました クラスの皆ありが
とう。

みんなで協力して作った努
力の熊 組とアヒルとコリ
ラの可愛らしさは、どこにも
負けません 無事にお嫁に行
きました クラスの皆ありが
とう。
小原コミュニティへ

おまるにのった こりらっくまちゃん

初めてでわからないだらけ
のマスコット作りだったけど、
皆で協力して私達ならではの
スパイダーマンができました。
結果は 位だったけどお婿に
行けてよかったです。

初めてでわからないだらけ
のマスコット作りだったけど、
皆で協力して私達ならではの
スパイダーマンができました。
結果は 位だったけどお婿に
行けてよかったです。

豊田東高校へ

スパイダーマン
マスコット作りははじめて

のことで、色々分からないこ
とがあったけど、想像以上に
良い作品を作ることができま
した。お嫁にも行けて、良か
ったです

マスコット作りははじめて
のことで、色々分からないこ
とがあったけど、想像以上に
良い作品を作ることができま
した。お嫁にも行けて、良か
ったです

末野原交流館へ

僕達はトトロを作りました。
最初はこのままで完成できる
のかとても不安でした。です
がリーダーを中心としてクラ
スのみんなで協力して思った
以上の物ができました！
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最初はこのままで完成できる
のかとても不安でした。です
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スのみんなで協力して思った
以上の物ができました！

トトロ
初めてのマスコット作りで、

最初はどんな作業をするのか
全く分かりませんでした。だ
けど、クラスのみんなで協力
し、無事ガチャピンを完成す
ることができ良かったです。
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ガチャピン

ムーミンに出てくるキャラ
クターです。くびれをつけて
本物に近付けようと工夫した
り、草花やちょうちょなど細
かいところにまでこだわって
作りました。

ムーミンに出てくるキャラ
クターです。くびれをつけて
本物に近付けようと工夫した
り、草花やちょうちょなど細
かいところにまでこだわって
作りました。
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にょろにょろ
今年はピカチュウを造るク

ラスがたくさんあったので、
私達のクラスは小物にも力を
いれました。この行事を通し
て、クラスみんなが団結でき
て本当に良かったです
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ピカチュウと仲間たち
トッポ君を作るのに苦労し

たのはきれいな円柱にするこ
とでした。 組のトッポ君は
決して傾いているのではあり
ません。踊っているのです。
おいしそうにできました。
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トッポくん
みんなで協力して、手や足

など細かい所まで作りました。
みんなで一生懸命作ったピカ
チュウだったので嫁入りが決
まったときはすごく嬉しかっ
たです
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ピカチュウ

最初ピカチュウと決まった
時、ピカチュウが クラスも
あるときいて、他のクラスに
は負けない！と思いました。
男だけで作ったかわいらしい
ピカチュウを見て下さい。
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今年は、昨年に比べるとな

かなかいいものができた。体
のバランスが悪くなりそうだっ
たけど、なんとかなった。来
年はもっと完璧なものを造り
たいです。
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楽しく作れて大満足です
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製作していたので進行具合が
遅く完成できるか不安であっ
たが、クラスで力を合わせて
すばらしいウルトラマンが作
れて良かったです。
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全員が一丸となって作れたの
でとても良いものとなりまし
た。 年 組バンザ イ。
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このマスコットは、 年
組全員の努力の結晶です。幾
多の困難もあり、挫折しそう
になった時もありましたが、
お互い支え合い一致団結して
完成させました。
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もらい手も決まり、満足でき
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末野原交流館へ

僕達はトトロを作りました。
最初はこのままで完成できる
のかとても不安でした。です
がリーダーを中心としてクラ
スのみんなで協力して思った
以上の物ができました！

僕達はトトロを作りました。
最初はこのままで完成できる
のかとても不安でした。です
がリーダーを中心としてクラ
スのみんなで協力して思った
以上の物ができました！

トトロ
初めてのマスコット作りで、

最初はどんな作業をするのか
全く分かりませんでした。だ
けど、クラスのみんなで協力
し、無事ガチャピンを完成す
ることができ良かったです。

初めてのマスコット作りで、
最初はどんな作業をするのか
全く分かりませんでした。だ
けど、クラスのみんなで協力
し、無事ガチャピンを完成す
ることができ良かったです。

ガチャピン

ムーミンに出てくるキャラ
クターです。くびれをつけて
本物に近付けようと工夫した
り、草花やちょうちょなど細
かいところにまでこだわって
作りました。

ムーミンに出てくるキャラ
クターです。くびれをつけて
本物に近付けようと工夫した
り、草花やちょうちょなど細
かいところにまでこだわって
作りました。

三竹生コン へ

にょろにょろ
今年はピカチュウを造るク

ラスがたくさんあったので、
私達のクラスは小物にも力を
いれました。この行事を通し
て、クラスみんなが団結でき
て本当に良かったです

今年はピカチュウを造るク
ラスがたくさんあったので、
私達のクラスは小物にも力を
いれました。この行事を通し
て、クラスみんなが団結でき
て本当に良かったです

朝日丘交流館へ

ピカチュウと仲間たち
トッポ君を作るのに苦労し

たのはきれいな円柱にするこ
とでした。 組のトッポ君は
決して傾いているのではあり
ません。踊っているのです。
おいしそうにできました。

トッポ君を作るのに苦労し
たのはきれいな円柱にするこ
とでした。 組のトッポ君は
決して傾いているのではあり
ません。踊っているのです。
おいしそうにできました。

中村洋品店へ

トッポくん
みんなで協力して、手や足

など細かい所まで作りました。
みんなで一生懸命作ったピカ
チュウだったので嫁入りが決
まったときはすごく嬉しかっ
たです

みんなで協力して、手や足
など細かい所まで作りました。
みんなで一生懸命作ったピカ
チュウだったので嫁入りが決
まったときはすごく嬉しかっ
たです
豊田自動車学校へ

ピカチュウ

最初ピカチュウと決まった
時、ピカチュウが クラスも
あるときいて、他のクラスに
は負けない！と思いました。
男だけで作ったかわいらしい
ピカチュウを見て下さい。

最初ピカチュウと決まった
時、ピカチュウが クラスも
あるときいて、他のクラスに
は負けない！と思いました。
男だけで作ったかわいらしい
ピカチュウを見て下さい。

神池自治区へ

なみのりピカチュウ
今年は、昨年に比べるとな

かなかいいものができた。体
のバランスが悪くなりそうだっ
たけど、なんとかなった。来
年はもっと完璧なものを造り
たいです。

今年は、昨年に比べるとな
かなかいいものができた。体
のバランスが悪くなりそうだっ
たけど、なんとかなった。来
年はもっと完璧なものを造り
たいです。

ジーニー
部活で忙しい中、少ない人

数で作り上げました。どんど
んリスモの形ができていくの
がうれしくて、完成して達成
感いっぱいでした みんなで
楽しく作れて大満足です

部活で忙しい中、少ない人
数で作り上げました。どんど
んリスモの形ができていくの
がうれしくて、完成して達成
感いっぱいでした みんなで
楽しく作れて大満足です

製作の期間が短く思ったよ
うに作ることができませんで
した。最初は人数も少なかっ
たけど、一人一人が自分の仕
事を見つけてがんばりました。

製作の期間が短く思ったよ
うに作ることができませんで
した。最初は人数も少なかっ
たけど、一人一人が自分の仕
事を見つけてがんばりました。

ガチャピン

作ってる間はいろいろと困
ることもあったけど、完成し
たトトロは本当にかわいくで
きました。 年 組の仲が一
層良くなった気がします。み
んな大好きだー

作ってる間はいろいろと困
ることもあったけど、完成し
たトトロは本当にかわいくで
きました。 年 組の仲が一
層良くなった気がします。み
んな大好きだー

神池自治区へ

大トトロ 中トトロ 小トトロ
文化発表会の劇と並行して

製作していたので進行具合が
遅く完成できるか不安であっ
たが、クラスで力を合わせて
すばらしいウルトラマンが作
れて良かったです。

文化発表会の劇と並行して
製作していたので進行具合が
遅く完成できるか不安であっ
たが、クラスで力を合わせて
すばらしいウルトラマンが作
れて良かったです。
豊田自動車学校へ

ウルトラマン
組のマスコットは舞台発

表もやりながら制作したので
とても大変でしたが、クラス
全員が一丸となって作れたの
でとても良いものとなりまし
た。 年 組バンザ イ。

組のマスコットは舞台発
表もやりながら制作したので
とても大変でしたが、クラス
全員が一丸となって作れたの
でとても良いものとなりまし
た。 年 組バンザ イ。

猿投台交流館へ

ポッポ 汽関車トーマス
初めは、どうなるか不安だ

ったけど、みんなで力を合わ
せたら、可愛いマイメロがで
き、無事およめに行けて嬉し
かったです。マイメロにメロ
メロ らっしゃ

初めは、どうなるか不安だ
ったけど、みんなで力を合わ
せたら、可愛いマイメロがで
き、無事およめに行けて嬉し
かったです。マイメロにメロ
メロ らっしゃ

石畳小学校へ

お願い マイメロディ

このマスコットは、 年
組全員の努力の結晶です。幾
多の困難もあり、挫折しそう
になった時もありましたが、
お互い支え合い一致団結して
完成させました。

このマスコットは、 年
組全員の努力の結晶です。幾
多の困難もあり、挫折しそう
になった時もありましたが、
お互い支え合い一致団結して
完成させました。

猿投台交流館へ

ゴーイングメリー号
僕たち 組は腕の曲げる角

度や全身の筋肉など細かい部
分にまでこだわったので体育
大会当日にようやく完成しま
した。大変だったけれど最高
のものができました。

僕たち 組は腕の曲げる角
度や全身の筋肉など細かい部
分にまでこだわったので体育
大会当日にようやく完成しま
した。大変だったけれど最高
のものができました。
豊田自動車学校へ

スパイダーマン
今年はマスコット作りの期

間も例年より短めで大変でし
たが、皆で協力してなんとか
完成させることができました。
もらい手も決まり、満足でき
る結果だと思いました。。

今年はマスコット作りの期
間も例年より短めで大変でし
たが、皆で協力してなんとか
完成させることができました。
もらい手も決まり、満足でき
る結果だと思いました。。

創造会へ

アンパンマン号
オッス！オラゴリラ！

とりあえず迫力を出すことを
第一に考えて制作しました。
タル・バナナ・ネクタイもポ
イントです の最高傑
作

オッス！オラゴリラ！
とりあえず迫力を出すことを
第一に考えて制作しました。
タル・バナナ・ネクタイもポ
イントです の最高傑
作

創造会へ

（ドンキーコング）
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打倒 年生を目標に作り始
めたマスコット、単純な球体
をどれだけ上手に作れるか、
皆で協力しあい、一つになっ
て作りました。 年 組の心
のこもった作品です。

打倒 年生を目標に作り始
めたマスコット、単純な球体
をどれだけ上手に作れるか、
皆で協力しあい、一つになっ
て作りました。 年 組の心
のこもった作品です。

バボちゃん
僕たちのクラスは、マスコ
ット作りに取り掛かるのが一
番遅く、当日までにできるか
どうか不安でした。でもみん
なの協力で少し小さいけど、
うまくやれました。

僕たちのクラスは、マスコ
ット作りに取り掛かるのが一
番遅く、当日までにできるか
どうか不安でした。でもみん
なの協力で少し小さいけど、
うまくやれました。

のだめのマングース
私たちのマスコットはおで

んくんです。作るのは本当に
大変でしたが、思っていたよ
りおでんくんになりました。
唇がチャームポイントです。
ぜひ見てください。

私たちのマスコットはおで
んくんです。作るのは本当に
大変でしたが、思っていたよ
りおでんくんになりました。
唇がチャームポイントです。
ぜひ見てください。

夏なのに…おでんくん
みんなで協力して作った努

力の熊 組とアヒルとコリ
ラの可愛らしさは、どこにも
負けません 無事にお嫁に行
きました クラスの皆ありが
とう。

みんなで協力して作った努
力の熊 組とアヒルとコリ
ラの可愛らしさは、どこにも
負けません 無事にお嫁に行
きました クラスの皆ありが
とう。
小原コミュニティへ

おまるにのった こりらっくまちゃん

初めてでわからないだらけ
のマスコット作りだったけど、
皆で協力して私達ならではの
スパイダーマンができました。
結果は 位だったけどお婿に
行けてよかったです。

初めてでわからないだらけ
のマスコット作りだったけど、
皆で協力して私達ならではの
スパイダーマンができました。
結果は 位だったけどお婿に
行けてよかったです。

豊田東高校へ

スパイダーマン
マスコット作りははじめて

のことで、色々分からないこ
とがあったけど、想像以上に
良い作品を作ることができま
した。お嫁にも行けて、良か
ったです

マスコット作りははじめて
のことで、色々分からないこ
とがあったけど、想像以上に
良い作品を作ることができま
した。お嫁にも行けて、良か
ったです

末野原交流館へ

僕達はトトロを作りました。
最初はこのままで完成できる
のかとても不安でした。です
がリーダーを中心としてクラ
スのみんなで協力して思った
以上の物ができました！

僕達はトトロを作りました。
最初はこのままで完成できる
のかとても不安でした。です
がリーダーを中心としてクラ
スのみんなで協力して思った
以上の物ができました！

トトロ
初めてのマスコット作りで、

最初はどんな作業をするのか
全く分かりませんでした。だ
けど、クラスのみんなで協力
し、無事ガチャピンを完成す
ることができ良かったです。

初めてのマスコット作りで、
最初はどんな作業をするのか
全く分かりませんでした。だ
けど、クラスのみんなで協力
し、無事ガチャピンを完成す
ることができ良かったです。

ガチャピン

ムーミンに出てくるキャラ
クターです。くびれをつけて
本物に近付けようと工夫した
り、草花やちょうちょなど細
かいところにまでこだわって
作りました。

ムーミンに出てくるキャラ
クターです。くびれをつけて
本物に近付けようと工夫した
り、草花やちょうちょなど細
かいところにまでこだわって
作りました。

三竹生コン へ

にょろにょろ
今年はピカチュウを造るク

ラスがたくさんあったので、
私達のクラスは小物にも力を
いれました。この行事を通し
て、クラスみんなが団結でき
て本当に良かったです

今年はピカチュウを造るク
ラスがたくさんあったので、
私達のクラスは小物にも力を
いれました。この行事を通し
て、クラスみんなが団結でき
て本当に良かったです

朝日丘交流館へ

ピカチュウと仲間たち
トッポ君を作るのに苦労し

たのはきれいな円柱にするこ
とでした。 組のトッポ君は
決して傾いているのではあり
ません。踊っているのです。
おいしそうにできました。

トッポ君を作るのに苦労し
たのはきれいな円柱にするこ
とでした。 組のトッポ君は
決して傾いているのではあり
ません。踊っているのです。
おいしそうにできました。

中村洋品店へ

トッポくん
みんなで協力して、手や足

など細かい所まで作りました。
みんなで一生懸命作ったピカ
チュウだったので嫁入りが決
まったときはすごく嬉しかっ
たです

みんなで協力して、手や足
など細かい所まで作りました。
みんなで一生懸命作ったピカ
チュウだったので嫁入りが決
まったときはすごく嬉しかっ
たです
豊田自動車学校へ

ピカチュウ

最初ピカチュウと決まった
時、ピカチュウが クラスも
あるときいて、他のクラスに
は負けない！と思いました。
男だけで作ったかわいらしい
ピカチュウを見て下さい。

最初ピカチュウと決まった
時、ピカチュウが クラスも
あるときいて、他のクラスに
は負けない！と思いました。
男だけで作ったかわいらしい
ピカチュウを見て下さい。

神池自治区へ

なみのりピカチュウ
今年は、昨年に比べるとな

かなかいいものができた。体
のバランスが悪くなりそうだっ
たけど、なんとかなった。来
年はもっと完璧なものを造り
たいです。

今年は、昨年に比べるとな
かなかいいものができた。体
のバランスが悪くなりそうだっ
たけど、なんとかなった。来
年はもっと完璧なものを造り
たいです。

ジーニー
部活で忙しい中、少ない人

数で作り上げました。どんど
んリスモの形ができていくの
がうれしくて、完成して達成
感いっぱいでした みんなで
楽しく作れて大満足です

部活で忙しい中、少ない人
数で作り上げました。どんど
んリスモの形ができていくの
がうれしくて、完成して達成
感いっぱいでした みんなで
楽しく作れて大満足です

製作の期間が短く思ったよ
うに作ることができませんで
した。最初は人数も少なかっ
たけど、一人一人が自分の仕
事を見つけてがんばりました。

製作の期間が短く思ったよ
うに作ることができませんで
した。最初は人数も少なかっ
たけど、一人一人が自分の仕
事を見つけてがんばりました。

ガチャピン

作ってる間はいろいろと困
ることもあったけど、完成し
たトトロは本当にかわいくで
きました。 年 組の仲が一
層良くなった気がします。み
んな大好きだー

作ってる間はいろいろと困
ることもあったけど、完成し
たトトロは本当にかわいくで
きました。 年 組の仲が一
層良くなった気がします。み
んな大好きだー

神池自治区へ

大トトロ 中トトロ 小トトロ
文化発表会の劇と並行して

製作していたので進行具合が
遅く完成できるか不安であっ
たが、クラスで力を合わせて
すばらしいウルトラマンが作
れて良かったです。

文化発表会の劇と並行して
製作していたので進行具合が
遅く完成できるか不安であっ
たが、クラスで力を合わせて
すばらしいウルトラマンが作
れて良かったです。
豊田自動車学校へ

ウルトラマン
組のマスコットは舞台発

表もやりながら制作したので
とても大変でしたが、クラス
全員が一丸となって作れたの
でとても良いものとなりまし
た。 年 組バンザ イ。

組のマスコットは舞台発
表もやりながら制作したので
とても大変でしたが、クラス
全員が一丸となって作れたの
でとても良いものとなりまし
た。 年 組バンザ イ。

猿投台交流館へ

ポッポ 汽関車トーマス
初めは、どうなるか不安だ

ったけど、みんなで力を合わ
せたら、可愛いマイメロがで
き、無事およめに行けて嬉し
かったです。マイメロにメロ
メロ らっしゃ

初めは、どうなるか不安だ
ったけど、みんなで力を合わ
せたら、可愛いマイメロがで
き、無事およめに行けて嬉し
かったです。マイメロにメロ
メロ らっしゃ

石畳小学校へ

お願い マイメロディ

このマスコットは、 年
組全員の努力の結晶です。幾
多の困難もあり、挫折しそう
になった時もありましたが、
お互い支え合い一致団結して
完成させました。

このマスコットは、 年
組全員の努力の結晶です。幾
多の困難もあり、挫折しそう
になった時もありましたが、
お互い支え合い一致団結して
完成させました。

猿投台交流館へ

ゴーイングメリー号
僕たち 組は腕の曲げる角

度や全身の筋肉など細かい部
分にまでこだわったので体育
大会当日にようやく完成しま
した。大変だったけれど最高
のものができました。

僕たち 組は腕の曲げる角
度や全身の筋肉など細かい部
分にまでこだわったので体育
大会当日にようやく完成しま
した。大変だったけれど最高
のものができました。
豊田自動車学校へ

スパイダーマン
今年はマスコット作りの期

間も例年より短めで大変でし
たが、皆で協力してなんとか
完成させることができました。
もらい手も決まり、満足でき
る結果だと思いました。。

今年はマスコット作りの期
間も例年より短めで大変でし
たが、皆で協力してなんとか
完成させることができました。
もらい手も決まり、満足でき
る結果だと思いました。。

創造会へ

アンパンマン号
オッス！オラゴリラ！

とりあえず迫力を出すことを
第一に考えて制作しました。
タル・バナナ・ネクタイもポ
イントです の最高傑
作

オッス！オラゴリラ！
とりあえず迫力を出すことを
第一に考えて制作しました。
タル・バナナ・ネクタイもポ
イントです の最高傑
作

創造会へ

（ドンキーコング）
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今年度は 回の 地域防犯声かけ運動 と 月の 緊
急防犯パトロール を各委員さんの協力を頂き実施す
ることが出来、ありがとうございました。これからも
是非継続して行きたいと思います。また 愛のおいで
んパトロール では暑い中子供達の激励をかねて回る
ことが出来ました。これも委員さんの協力があったか
らこそ出来たと思っております。この一年本当にいい
勉強をさせて頂きありがとうございました。

今年度は 回の 地域防犯声かけ運動 と 月の 緊
急防犯パトロール を各委員さんの協力を頂き実施す
ることが出来、ありがとうございました。これからも
是非継続して行きたいと思います。また 愛のおいで
んパトロール では暑い中子供達の激励をかねて回る
ことが出来ました。これも委員さんの協力があったか
らこそ出来たと思っております。この一年本当にいい
勉強をさせて頂きありがとうございました。

（ ）
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愛知県立豊田北高等学校
広報委員会

豊田市千石町 丁目 の

豊田北高での 年間に多くの学びと様々な経験を
積み重ねてきたと思います。これからは、自分自身
を信じそれぞれの人生を歩んでいかなければなりま
せん。君たちは、 慮（おもんばか）る力 を知っ
てますか？それは、大きな意味で 相手の心を知る
能力 です。
慮る力 を身につけるには、
己を知る 自分で責任の持てる範囲と限界をしっ
かり自覚する。自分自身を知らなければならない。
対人観 自分の心を開き、相手を認める広い心を
持ち、常に相手の気持ちを考えたうえで冷静に行
動する。
自制 心の舵を取る。相手を理解して、それに合っ
た自分の行動を意識的にきちんとコントロールする。
自分の心を開き 相手の今の気持ち を考えて対
処。難しいですが、様々な機会に少しずつ考えな
がら実践して下さい。常に向上心を忘れず、有意
義な人生を。夢は叶えるもの。君たちの活躍を期
待しています！

卒業を祝って

会長 村山 雄司

心に驕（おご）りなき時は 人を敬う

心に誤りなき時は 人を畏（おそ）れず

心に邪険なき時は 人を育つる

心に貪りなき時は 人に諂（へつら）ふことなし

心に堪忍ある時は 事を整ふ

心に曇りなき時は 心静かなり

心に勇ある時は 悔やむことなし

心に迷ひなき時は 人を咎（とが）めず

上杉謙信 希代の名将 心を源 とす

………………………………………………………………

希望に生きる者は つねに若い

哲学者 三木 清 の到達せし真理なり

………………………………………………………………

一度もある人生 は心と希望もて それが覚悟なり

北高生が好き 北高が好き そして自分が好き

の私 自らの信念として ─ 今を ありがとう ─

心 希望
─そして 一度もある人生 よ

校長 川合 政仁

委員長
小林美恵子

一年間、当委員会の活動にご協力くださり大変感謝

しております。

次年度から恒例の剪定作業が無くなるということで

少し残念な気がしますが、その分クリーン活動をこれ

まで以上に充実していきたいと思います。今後も環境

委員会の活動にご協力くださるよう宜しくお願いいた

します。
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委員長
佐藤 幸一

適切な進路意識を育てるために今年も家庭と学校の

相互理解を深めることを目的にやってきました。特に

夏期補習空調設備については一年生、二年生、三年生

の各教室に取付け勉学向上に十分生かされたと思いま

す。毎日、毎日の積み重ねを大切にして未来のある人

生に向かっていって下さい。先生方委員の皆様方今年

一年間ありがとうございました。
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委員長
岡村 成典

お陰さまで、本めぶき第 号を無事お届けすること
ができました。原稿執筆にご協力いただいた皆様なら
びにご愛読の皆様、本当にありがとうございました。
来年度の創立 周年・高 連愛知大会に際し、内は
もとより外からも愛される広報誌、広報活動を展開し
豊田北高校の益々の発展に尽くして参りたいと思いま
す。どうか引き続き皆様のご協力をよろしくお願い致
します。
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今年度も各委員方々の協力を頂き部活動の応援やソ
フトミニバレー大会を中心に活動いたしました。
月のソフトミニバレー大会では 会員の皆様

や先生方、 の方、 役員の方々多くの参加を
頂き、ケガもなく和気あいあいと楽しく開催できまし
た事に感謝いたします。
今後とも会員の方々の親睦が図れる様に委員会とし
て頑張ってまいります。
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急防犯パトロール を各委員さんの協力を頂き実施す
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