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『ごっそりんごのプリン』販売会を市役所で実施します。 

商業科 
 10/16 から５ヶ月間にわたり、滝川市役所 1階の売店の横ロビー区画をお

借りして、情報マネジメント科 1 学年の生徒により、火･金曜日の週 2回の販

売会を実施します。 

 この販売会は、株式会社マツオ様のご協力をい

ただき、有限会社山下館サンタクリームのリンゴ

プリンの販売を通して、接客のマナーやコミュニ

ケーション育成を図るためおこないます。 

 実施にあたっては、9/27 に株式会社マツオ常

務取締役 松尾年展様･森くまこ様をお迎えし、

「販売における接客のマナーのロールプレイング

学習」を学校でおこないました。 

 各日とも数量限定の販売となりますので、ご希

望の方はお早めにご来店ください。 

 

自転車通学に関して 各ご家庭でご指導ください。 
生徒指導部 

 自転車の危険運転などによる事故が多発していることから、平成 26 年より道路交通法が改正され、「14 歳以

上の危険運転常習者には罰則が導入」されました。生徒が自転車を利用する機会は多く、自転車通学中に被害者

になる事故や、加害者になる事例が全国で報告されており、本校でもこのような事故が年間数件発生しています。 

 また、運転中のスマホ操作､音楽を聴くなどの「ながら運転」も､禁止されております。 

 そのため、学校としましても交通安全教室や自転車通学指導を行っておりますが、自転車通行に関してのご指

摘のお電話を未だにいただくことがあります。 

 「道路を利用するのは自分だけでない」ことを自覚し､利用するすべての人が安心して通行できるように､ご家

庭でもご指導いただきますようご協力お願いいたします。 

「授業公開週間」を設定します。 
教務部 

本校では、本校の授業内容や生徒の取り組みの様子を保護者だけでなく、

多くの方に見ていただくために、前期：１回・後期：1 回、年間であわせ

て 2 回の『授業公開週間』を設定しています。今年度 2 回目となる後期

は、10/22（月）～10/26（金）の１週間を授業公開週間としています。

この機会にぜひ見学ください。 

なお、この期間は「学校トイレ改修工事」を行っているために、通常と

異なる日課となっておりますので、ご注意ください。 

各学年各学科の授業時間割等の最新情報は、学校ホームページに記載し

ます。ご質問のある方･参観希望の方は、学校までお問い合わせください。 

【改修工事期間】日課時間 

朝のＳＨＲ  ８：３５ ～  ８：４５ 

第１時限  ８：５０ ～  ９：４０ 

第２時限  ９：５５ ～ １０：４５ 

第３時限 １１：００ ～ １１：５０ 

昼食時間 １１：５０ ～ １２：３０ 

予鈴  １２：３０        

第４時限 １２：３５ ～ １３：２５ 

第５時限 １３：４０ ～ １４：３０ 

第６時限 １４：４５ ～ １５：３５ 

帰りＳＨＲ １５：３５ ～ １５：４５ 

 

※ 昨年度販売時のチラシ 

（今年度も同額で販売予定） 

昨年の様子 

学校での事前学習 



【お問い合わせ】北海道滝川西高等学校 〒073-0044 北海道滝川市西町６丁目 3-1 TEL/FAX 0125-24-7341/7342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の「学校閉庁日」に関して 

 今年度から滝川市では学校閉庁日を設けることとなり

ました。この期間には職員も原則的に学校に不在となり

ますので、納入物品等は期間後に再送をお願いします。

緊急の連絡等の際には、つぎの連絡先に問い合わせをお

願いいたします。 

１ 期間（次回の学校閉庁日）年末年始の 6 日間 

H30.12.29（土）～H31.1.3（木） 

２ 緊急問い合わせ先 

滝川市教育委員会教育総務課 
TEL 0125-28-8042（受付時間 8:30～17:15） 

 なお、卒業生の皆さんの訪問は､事前にお電話にて先

生方との時間の確認のうえ、来校をお願いします。 

 部活動に関しても､原則として実施しませんので､休

養･リフレッシュの機会としていただきたいと思います。 

これからの主な行事予定 

10/21(日) 基本情報技術者試験(午前免除) 

22(月) 授業公開週間（一般公開） 

25(木) いじめアンケート 

28(日) 全商会計実務検定､数学検定 

11/ 2(金) 漢字検定 

5(月) 1･2 平常講習開始 

6(火) 1D 保育実習 

7(水) 2ABCD インターンシップ（～11/8） 

11(日) 全商珠算電卓実務検定 

14(水) 1E 保育実習 

25(日) 全商ビジネス文書検定 

28(水) 1･2 年後期中間･３年学年末テスト（～30） 

12/ 1(土) GTEC オフィシャル(2･3 年普) 

4(火) 1F 保育実習 

8(土) センター直前白パックテスト（～12/9） 

9(日) 基本情報技術者試験(午前免除) 

12(水) 雨竜高等養護交流学習(1 情) 

13(木) 雨竜高等養護交流学習(1 普) 

16(日) 全商英語検定 

21(金) 全校集会 

22(土) 冬季休業（～1/14） 

 講習優先日（～12/26） 

29(土) 滝川市学校閉庁日（～1/3） 

1/ 1(火) 元日 

4(金) 仕事始め 

15(火) 全校集会 

18(金) 漢字検定 

19(土) 大学入試センター試験（～1/20） 

20(日) 全商情報処理検定 

26(土) 実用英検 1 次､数学検定 

27(日) 基本情報技術者試験(午前免除) 

 全商簿記実務検定 

30(水) 商業科学習発表会（ホテルスエヒロ） 

2/ 1(金) 3 学年家庭学習期間（～2/26） 

 

軟式野球部全道優勝 !!（6 年ぶり 2 回目） 

 9/23(月)～9/28 日(金) 函館オーシャンスタジア
ムにおいて、『第 29 回秋季北海道高等学校軟式野球
大会』が開催されました。 
 本校は、決勝まで勝ち進み、登別明日中等教育学校
に勝利して、６年ぶり２回目となる全道制覇を達成し
ました。 
 決勝戦では、2 対 2 で
延長戦に入り 10 回表に
貴重な 1 点を獲得しまし
たが、その後の天候悪化で
中断し、1 時間後に「雨
天順延」となりました。 
 翌日、9/28 に、再試合のうえでの勝利という思い
出深い大会となりました。 

対戦校名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 

滝川西 2 2 0 0 3 0 0 1 0 8 

登別明日 0 3 0 4 0 0 0 0 0 7 
 

 先攻（滝川西） 後攻（登別明日） 

投手－捕手 大竹､中易(4回)-三浦 岸川､岡崎(3回)､長(6回)-山本 

本塁打   

三塁打  小田桐(2回) 

二塁打  岸川(2回) 

 
 

 

保護者の皆様へ「冬季の生徒の送迎について」のお願い 
生徒指導部 

 路上駐車に関しては近隣住民の皆様の通行の

妨げとなり､ご迷惑をおかけすることから､何卒ご

理解とご協力をお願いいたします。 

 また、学校正門前で停車する送迎車は見通しを

妨げ、車の通行や生徒の歩行にとって大変危険で

す。また、複数の送迎車による駐停車で、通行の

妨げや近隣住民の皆様への迷惑にもなっておりま

す。 

 通学生徒の「安全確保と事故防止」のためご理

解をいただくとともに、お子様を送迎される際に

は左図の禁止区域を守るとともに、駐停車のマナ

ー及び交通安全に十分ご配慮いただきますようお

願い申し上げます。 

 

学校前道路は、中央バス市内線の路線でもあるため、バスの安全

運行に支障となります。絶対に路上駐車はしないように重ねてお

願いいたします。 

待ち合わせをする方は、学校南側の「旧山車会館駐車場」でお願

いします。 

※ 災害等により変更になることもございますので、

最新情報はホームページでご確認ください。 

 


