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ご 挨 拶

校長

Y.S

この度、M 校長先生の後任として着任しました S と申します。私自身、この月末まで兵庫
県立高等学校の校長として勤務しておりました。県立学校での 38 年間は、普通科の高校が中
心でしたが、それ以外にも特別支援学校や商業化・家政科・英語科を併設する学校にも勤務
しておりました。女子校や中高一貫校での勤務は初めてですが、どうぞよろしくお願いいた
します。
4 月 8 日の午前に神戸国際高等学校の入学式を行い、高校受験からの 8 名の新入生を加え、
43 名を迎えております。そして、午後から神戸国際中学校の入学式を行い、27 回生を迎えております。新入生の皆さんはも
とより、学年が一つ上がった在校生の皆さんも、新たな気持ちで新年度を迎えてくれたものと思っております。保護者の皆様
方におかれましても、引き続き本校教育の推進にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
さて、新年度を迎えるにあたり、教職員の異動につきましてお知らせいたします。昨年までお世話になりました M 校長先
生、Y 先生（国語）、H 先生（理科）、O 先生（英語）、H 先生（英語）、W 先生（英語）、T 事務職員、M 事務職員が離任され
ました。新たに、I 先生（国語）、S 先生（理科）、M 先生（理科）、N 先生（英語）、H 先生（英語）、D 先生（英語）に着任
いただきました。新しく着任された先生方には、これまでの様々な経験や新鮮な視点から、本校の生徒たちのために力を発揮
していただけるものと思っております。また、教育相談室長の T 先生にも、引き続きご勤務いただき、生徒たちのどのような
悩みにも相談に応じていただくことにしております。保護者の方々とのご相談にも応じていただきます。よろしくお願いいた
します。
私としましては、今年度 27 回生を迎え、創設 30 周年に向けて本校が更なる発展・飛躍を遂げていく新たなスタートの年に
していきたいと考えております。幸いにも、この 3 月に本校を巣立った 21 回生 46 名は、東京大学をはじめ 8 名が国公立大学
に進学し、慶応大学や同志社大学、関西学院大学などの難関大学に多数合格してくれました。生徒たちの努力が実を結んだも
のと喜んでおります。また、本校のきめ細かな少人数教育が彼女たちの努力を支えたものと思っております。
自由で闊達な校風のもと、生徒一人一人の顔が見えるという少人数教育の特色を通して「グローバル社会で活躍できる女性
の育成」、「自主・自律的に考え、他者と協同して新しい社会的価値を創造できる生徒の育成」を目指し、教職員一同力を合わ
せて頑張ってまいります。引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2017 年度 大学 入試 合格 状況
次ページに2017年度入試の結果を掲載しております。数字は合格者数です。21回生は、第一希望の国公立の前期入試では惜
しくも不合格になった生徒が、後期入試まで受験し合格してくれました。みんなよく頑張ったと思います。さらに、合格校が
あるにも関わらず第一希望を目指し、もう一年頑張る生徒もいます。今年度も特徴としては合格数と進学者数がほぼ同じであ
ることです。つまり、受験校数を絞って合格し、そこに進学する生徒が多いことです。S３生の生徒諸君は、夢を叶えるため
に第一志望校に入学するという強い志望力を持ち、さらに入試を突破するだけの受験学力を身につけてください。他の学年の
諸君は、日々の授業を大切にし、朝学などは準備と復習を行うことで盤石の基礎学力を身につけて下さい。
【進路指導部長
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Y.M】

国公立大学
合格大学名

合格者数

東京大学（文Ⅰ）

合格大学名

1

合格者数

東京農工大学（獣医）

1

大阪大学

１（１）

名桜大学

１（１）

兵庫県立大学

２（１）

鳥取大学

1

大阪教育大学

1

都留文科大学

1

長崎大学

1

奈良県立大学

1

私立大学
文系
早慶
関関同立

合格大学名

1

同志社大学

3

合格大学名
獣医学部

１２（２）

関西大学

1

立命館大学

3

薬学部

合格者数

日本獣医生命科学大学

1（１）

神戸薬科大学

1

昭和大学

1

神戸学院大学

1（１）

武庫川女子大学

1

甲南女子大学

３（１）

東京歯科大学

1

京都女子大学

4（３）

朝日大学

3

甲南大学

7（３）

神戸学院大学
近畿大学

歯学部

9
２（１）

大阪歯科大学

２（１）

日本歯科大学

1

日本大学

1
1

梅花女子大学

1

北海道医療大学

学習院大学

1

同志社大学

京都産業大学

大学

合格者数

慶応大学

関西学院大学

その他の

理系

7（１）

1（１）

関西学院大学

2

京都外国語大学

3

甲南女子大学（看護）

4

神戸親和女子大学

1

兵庫医療大学（看護）

1

兵庫医療大学（リハビリ）

1

中央大学

１（１）

神戸海星女子学院大学

２（２）

東海大学

その他の

１（１）

学部

神戸学院大学

７（３）

帝京科学大学

2（２）

武庫川女子大学

2

九州保健福祉大学

2（２）

関西国際大学

1

倉敷芸術科学大学

1（１）

大手前大学

1

関西看護医療大学

1

近畿大学

２（２）

岡山理科大学

５（５）

神戸常盤大学

２（１）
（）内は内数で過年度生
２０１７．４．１判明分
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第 27 回 中 学 校 入 学 式 ・ 第 24 回 高 等 学 校 入 学 式
4 月 8 日（土）、午前に高等学校入学式が、午後には中学校入学式が行われました。新高校 1 年生には新たに
8 名の仲間が加わり、43 名となりました。皆で協力して高校生活を送って欲しく思います。また、校長先生か
らのお話にもあったように将来の目標に向け、一日一日を大切に過ごしましょう。
新中学 1 年生は、これからの中学生活に向けての緊張と不安の中で入学式を
迎えたことと思いますが、立派に入場や挨拶ができていました。また、式の中
で中学 2 年生から校章をブレザーにつけてもらうことで KIS に入学したことを
あらためて実感できたことでしょう。
始業式、入学式を経ていよいよ 2017 年度がスタートしました。去年の自分よ
りも成長するには具体的な目標を立て、日々邁進していくことが大切です。生
徒の皆さんがより良い方向へ進まれることを期待しております。

2017 年度 教育相談・カウンセリング
生徒の皆さん、ご入学、ご進級、おめでとうございます。いよいよ 2017 年度、第一学期が始まりました。一
人ひとりの顔は、新たなるスタートへの希望と決意に満ちあふれ､輝いているように見えます。しかし、一方で、
新しい環境に対する緊張や不安がうかがえる顔に出会うこともあります。
「こんな些細なことで相談するのは、恥ずかしい」と思ってはいませんか。一滴の水（悩み）も積もり積もれ
ば、コップからあふれ出します。あふれ出す前に､誰かに話をすることが大切です。話をするだけで、心が軽くな
ると思います。気軽に話をしに来てください。
保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級、衷心よりお祝い申し上げます。一人ひとりが、楽しく充実した学校
生活を送ることができるよう、全力で支援したいと考えています。気にかかられることがありましたら、お気軽
にご相談ください
※ご相談は、学級担任、養護教諭等を通じてお受けいたします。

【教育相談室長

教育相談・カウンセリング日程
5月
2 日（火）

10 日（水）

12 日（金）

16 日（火）

19 日（金）

23 日（火）

26 日（金）

30 日（火）

2 日（金）

7 日（水）

9 日（金）

13 日（火）

16 日（金）

20 日（火）

23 日（金）

27 日（火）

30 日（金）

6月
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S.T】

新任の先生の紹介
本年度より、KIS で勤務することになりました、国語科の Y.I と申
します。よろしくお願いします。この素晴らしい環境で、みなさんと
一緒に多くのことを学べるかと思うと、今、わくわくした気持ちでい
っぱいです。一緒にがんばりましょう。

Y.I 先生（国語科）
こんにちは！この度４月から KIS で勤務することになりました。担当の教
科は理科です。授業でお会いする、しない関わらず、気軽に話しかけてくだ
さいね。また、みなさんの学校生活が輝くものになるよう精一杯お手伝いし
たいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

R.S 先生（理科）
3 年間非常勤講師として勤務し、本年度からは専任講師としてお世話にな
ります。教科は理科で主に物理を担当します。理科は理解できればとても楽
しい教科です。わかりやすい授業ができるように頑張っていきたいと思いま
す。KIS にはいろんなことに挑戦する機会がたくさんあります。どんどん挑
戦し、失敗を繰り返しながら、自分の能力を伸ばしていきましょう。よろし
くお願いいたします。

H.M 先生（理科）
初めてこの学校を訪れた時、自然の中にある素敵な環境に恵まれた学校だ
と思いました。すれ違う生徒さんたちのさわやかな挨拶からもとても良い印
象を受けました。新しい出会いに少し不安もありましたが、期待感は大きく
ふくらんできました。今年度から一緒に学ぶことができることを心から嬉し
く思います。よろしくお願いします。

T.N 先生（英語科）
はじめまして。中学校 1、2 年生と高校 3 年生の授業を担当します。この
素晴らしい環境で、笑顔の素敵な皆さんと共に学ぶことができ、とても嬉し
く思います。皆さんと授業や行事を通して、楽しい時間をたくさん過ごした
いと思っています。使える英語を身につけてもらえるよう一生懸命頑張りま
す。よろしくお願い致します。

A.H 先生（英語科）
デニス先生
In April, nature gives us an incredibly beautiful display of renewal:

sakura! It's a time of new beginnings and new challenges for the
coming year. The wondrous sight of blooming sakura shows us
that winter has finished, and proves that warmth and beauty will
ALWAYS return, no matter how long, dark and cold the winter
seemed to be! Like sakura, let's all start a fresh, bright4and positive
D.D 先生

new school year together at KIS!
4

（英語科）

ブロック短信
平素、保護者の皆様におかれましては本校の教育活動にご協力いただいておりますことに感謝申し上げます。本年
度におきましても KIS の教職員一同、お子様方のより良い未来が開かれるよう取り組ませて頂きますので、何卒ご
高配頂けますと幸いです。以下、学級担任から生徒の皆様への言葉とさせて頂きます。

中学校の部
27 回生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

27 回生の皆さん、ご入学おめでとうございます。桜の満

学校生活が始まって一週間経ちました。たくさんの

開を今年はまだかまだかと待ちわびました。おかげで、桜の

科目の学習が本格的に始まり大変だと思いますが、

樹の下で皆の素敵な写真が撮れました。桜に負けないくらい

何事も楽しむことを忘れずにやっていきましょう。

のいい笑顔です。まどみちおさんの詩「さくら」の一部です。

そして新たに出会った 27 回生の仲間一人ひとりを

『まいねんの ことだけれど また おもう いちどでも

大切にし、良いところをたくさん見つけ、絆を深め

いい ほめてあげられたらなあと さくらの ことばで さく

ていきましょう。

らに そのまんかいを…』1 年後、皆で桜を褒めてあげたい
J1-1

担任

K.Y

ですね。もちろん、皆さんの 1 年の成果にも期待しています。
J1-2 担任 Y.I

中学 2 年生に進級し、新年度がスタートしました。

4 月より 26 回生も上級生となりました。物事に取り組
む時は、是非、神経を集中し最後まで成し遂げるように

学年目標に「集中しよう、自立しよう、周りを思い

しましょう。また、少しずつでいいので、いままで周り

やろう」とあげています。この目標が達成するため

の人達に頼ってきた部分を自分でやるようにしてくださ

にも、この一年間でひとりひとりが心身とともに大

いね。さらに、自分のことだけでなく、周りにも目を向

きく成長してほしいなと思います。J2 学年の主役は

け、他を思いやる心を待つことも大切です。では、1 年

みなさんです！26 人の頑張りに心から期待していま

間頑張っていきましょう。

す。
J2-2

J2-1 担任 S.K

担任

R.S

今年の学年目標はチャレンジです。全く新しいこ

いよいよ中学最高学年です。これまで以上に学習

とに挑むのもチャレンジですが、今までの自分を乗

面でも生活面でも後輩に見られているという意識を

り越えるために努力することもチャレンジだと思

持って生活をしましょう。また、これから文・理に

います。さまざまなことにチャレンジすることは、

分かれての授業が増えます。自分の将来をしっかり

自分を変える、自分を伸ばすチャンスです。目標を

考え、まずは毎日の授業を集中して取り組むように

しっかり持って、勉強に、行事に、部活にと精一杯

しましょう。この 1 年で大きく成長することを期待

チャレンジしていきましょう。

しています！
J3-1

担任

S.Y

J3-2
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担任

Y.M

高等学校の部
S1 生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これか

高校入学おめでとうございます。新たなメンバーを迎え、

らの高校生活は皆さん自身の夢の実現に向けて、しっか

新年度がスタートしました。高校進級を機に、新たな目標

りと学習に取り組んでもらわねばなりません。一方で、

を立てた人もいることでしょう。
「今の自分」から更に成長

Ｓ１生は、さまざまな行事で中心的な役割をも果たして

するためには、自身の課題を見つけ、解決に向けて行動に

いかなければなりません。多忙な毎日の中で、少しずつ

移すことが大切です。学年全体で支え合い、高め合い、共

でも前進しましょう。今年の学年目標は「昨日の我に今

に壁を乗り越えていきましょう。頑張る皆さんを全力でサ

日は勝つ」です。

S1-1 担任 S.I

ポートしていきます。

S1-2 担任 M.K

24 回生の皆さん、高校入学おめでとうございます。い

“Practice makes perfect.” 日本語では「習うよ

よいよ夢や目標を実現する段階に入りました。そのため

り慣れよ」ということわざです。勉強しているつも

にもまずは、授業の復習、課題の提出、朝学等、日々の

りでも身につかない人は、繰り返し練習してみまし

取り組みが大切です。毎日やるべきことをしっかりと遂

ょう。いつの間にかできるようになっていますよ。

行しましょう。当たり前だと思われる積み重ねが大変重

始めが肝心です。良い習慣をつけていきましょう。
S1-4

要なのです。4 月から良いスタートを切ってください！

担任 T.N

S1-3 担任 S.T
23 回生の皆さん、いよいよ C ブロックになりました

自分は小学校の担任に憧れて教員の道を選択しました。

ね。将来の夢に向かって今やるべき事をしっかり考え

しかし、経験を重ねる中で、憧れは、周りにいた多くの他

て、行動しましょう。そうすれば輝かしい未来が待って

者との関わりが抱かせたものだと強く感じます。23 回生の

います。何事にも積極的にチャレンジし、悔いの残らな

みんなも人生の岐路に向かってゆく中で、多くのもの、多

い高校生活を送って下さい。切磋琢磨し、互いに成長す

様な価値観に触れて、自分が人生をかけて取り組みたいこ

ることを期待しています。

S2-1 担任 T.Y

とをみつけて欲しいと思います。

S2-2 担任 H.R

いよいよ高校 3 年生となりました。これからの 1 年、そ

進路を決定していく、重要な高 3 を担任すること
となりました。より適した進路選択ができるよう、

れぞれが自分の進路実現に向け、一日一日を重ねていくこ

目標への取り組みをサポートしていきたいと思い

とになります。その日できる精一杯のことをやっていきま

ます。1 人 1 人にとってこの 1 年が、6 年間の集大

しょう。その積み重ねが最後には大きく実を結ぶことにな

成として充実したものになれば最高です。

ります。22 回生で目指す方向は同じです。「笑顔で卒業」

S3-1

担任

を。全力でサポートしますので、一緒に頑張っていきまし

T.Y

ょう。
早いもので、KIS での生活も最後の一年になりました。
受験生に大切なことは、勉強をする環境を作ることです。
生活リズム・体調などが整わなければ受験に立ち向かえ
ません。受験は団体戦とよく言われるように、22 回生全
員で切磋琢磨しながら今の夢の実現に向けて頑張りまし
ょう。先生たちは、皆さんの頑張りを期待しています。
S3-3 担任 S.U
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S3-2 担任 K.Y

