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平成２５年度

第１号

作新学院高等学校 情報科学部

新１年生５０５名 ご入学 おめでとうございます
商業システム科
電気・電子システム科
自動車整備士養成科
美術デザイン科
ライフデザイン科
普通科総合選択コース

ＩＣ（３クラス）
ＩＴ（２クラス）
ＩＭ（２クラス）
ＩＤ（２クラス）
ＩＬ（３クラス）
ＩＦ（４クラス）

91 名
66 名
76 名
48 名
93 名
131 名

※情報科学部の生徒総数は 1519 名です。皆さんの目標が
達成されるよう教員一同努力してまいります。
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☆☆☆年度の始まりに当たって☆☆☆
・・・各科長からひとこと・・・
≪商業システム科≫
科長

情報科学部長挨拶
部長

田村

利夫

新入生５０５名の皆さん、ご
入学おめでとうございます。青
春時代の高校３年間を、また、
人生の基礎となる大切な３年間
を、作新学院高等学校情報科学
部で歩むことになります。皆さ
んに秘められた可能性は無限と
言えます。私たちは、皆さんの
夢がかなえられるように、一丸となってサポートさせ
ていただきます。
情報科学部の理念である「自らの意志で生き方を決
定し、自立した人間として社会に貢献できる人材を育
成する」を踏まえ、学習や部活動、さらに資格取得へ
と大いにトライしてください。必ず、新たな自分と出
会うことができると思います。目標達成のために、ま
た、進路実現のために飽くなき努力を重ねてくださ
い。“努力は人を裏切らない”この言葉を胸に飛躍前
進することを祈ります。
共に向上するよう頑張りましょう。

長岡

正

商業システム科新入生
９１名の皆さん。ビジネ
ス、コンピュータの世界
へようこそ！
また新 2 年生の皆さん
は新しいクラスに慣れま
したか？ あせらずにじっくりと頑張りましょ
う。私たち教員一同、充実した学校生活が送れ
るよう全力でサポートいたします。各自の目標
をしっかりと定め、様々な資格取得に大いに励
んでもらいたいと思います。そして将来立派な
「商業人」となり、社会に貢献できる人材とし
て大成されることを願っております。

≪電気・電子システム科≫
科長 岡部

明

電気電子システム科の
新入生の皆さ ん、ご入学
おめでとうご ざいます。
文明の利器を 代表する電
気。周知の通 り、現代社
会において“電気”は欠
かすことのできないものになっています。皆さん
は、これからの 3 年間でさまざまな「電気の知識
と技術」を身につけ、将来は社会に貢献できるよ
うな技術者を目指してほしいと心から期待してい
ます。頑張ってください。
２・３年生の皆さん、進級おめでとうございま
す。2 年生では、更に専門的な知識と技術を深め

ながら、目的意識を持って資格取得などにも貪欲
に取り組んで下さい。
そして、３年生の皆さん、今年度は、高校生活
の集大成の学年であり、進路決定の勝負の年でも
あります。
電気・電子システム科の皆さんが充実した時間
を過ごせるよう、電気・ 電子システム科教員一
同、全力で応援させていただきます。

≪自動車整備士養成科≫
科長 木村

健二

新入生のみなさん、ご
入学おめでとうございま
す。そして在校生のみな
さんも新学年がスタート
しました。気持ちを新た
に頑張ってほしいと思い
ます。自動車整備士養成科では、自動車をはじめ
とする各分野で活躍でき る能力と技術を身につ
け、社会に貢献できる人材の育成を目指します。
３年間の高校生活では、国家資格である三級自動
車整備士はもちろんのこと、その他数多くの資格
を取得することが可能です。「好きこそ物の上手
なれ」という言葉もあるように、専門科目である
自動車をもっともっと好きになってほしいと思い
ます。いつでも、最初に感じる「ワクワク」「ド
キドキ」がとても大切であり、何より学習の大き
なエネルギー源になります。初心を忘れることな
く、将来の夢に向かって今できることは何かを考
えながら、生徒と先生そして保護者の皆様方と協
力して頑張っていきましょう。

≪美術デザイン科≫
科長

中島

実

新入生の皆さん、ご入学
おめでとうございます。
美術デザイン科の３年間
は、クリエイティブ活動の
毎日です。美術は生活を豊
かに、デザインは生活を便
利に、マンガ･アニメ･映像
は楽しさを多くの人へ届けます。皆さんは、その
世界を新たに創り上げるクリエイターを目指しま
● ● ●

す。私たちにとって創造力は、イメージをかたち
にする最も重要なものです。
本学科は、３コース、５専攻のカリキュラムを
設置しています。夢を叶える旅のスタートです。

平成２５年５月１日

≪ライフデザイン科≫
科長 疋田

敦子

４月は、出会いと始ま
りの季節、新入生を迎え
ライフデザイン科生
296 名、元気に新学期
のスタートを切りまし
た。ライフデザイン科で
は、より豊に生きるため
に必要な衣・食・住・保育・福祉などを総合的
に学びます。多様化した社会のニーズに適応で
きるよう、基礎力を身に付けると共に、応用力
を培い個々の能力を発揮することを学科の目標
としています。各学年での学習をとおして、多
くの資格取得にチャレンジして欲しいと思いま
す。「やればできる」をモットーに私達と一緒
に頑張りましょう。

≪普通科総合選択コース≫
科長 船木

朋子

新入 生 １ ３１ 名 の皆 さ
ん、よ うこ そ普 通科 総合
選択コ ース へ！ こ の学
科は専 門科 目も 学べ る普
通科で す。 “自 分探 しの
３年間”を合言葉に、ま
だ見ぬ自己との出会いに胸ときめかせながら、
無限 の 可能 性 に向 か って 前進 し てい き まし ょ
う。
皆さんの中には、皆さん自身がまだ知らない
パワーがたくさんあります。授業には集中力を
もって参加し、部活動では、必死な自分の姿に
大きな自己の存在を確認することができるでし
ょう 。 「人 生 の方 向 性を 自ら の 選択 で 切り 拓
く」 。 この 思 いを 胸 に、 今日 一 日、 こ の瞬 間
を、お互い精一杯生きていきましょう。活躍を
期待しています。

情報科学部での高校生活は

“生き方探しの３年間”
□編集係から
今年度は、月に１回、情報科学部でのホットな
話題をお届けします。ご家庭におきまして、お子
様との会話が増えることを願いながら編集したい
と思いますので、よろしくお願いいたします。

