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ることにもなります。

泉松陵高校第一学年
２０１５．４．８

入学おめでとうございます！
あなたの「志」は何ですか？
自分を変える、新しい自分に会えるチャンスです。今の初心を忘れず、何事にもチャレ
ンジし、継続的に努力を重ねていって下さい。自分にとって大切なものを，この貴重な三
年間で探してください。

◎高校生としての過ごし方
言うまでもありませんが，中学校と高校は，その成り立ちや制度などが大きく異なりま
す。詳しいことは徐々にお話しますが，当然入学生が全員進級・卒業できるわけではあり
ません。まず，そのことだけは認識しておいてください。
高校生活上心がけてほしい以下の点について，確認しておいてください。
①人の話を聞いた上で行動する
「後で友達から聞けばいいや」などと考え，人の話をよく聞かず行動に移す人がいます
が，高校生活ではこれが失敗の元になります。自分自身の耳で聞き，そして自分自身で判
断し行動することが必要です。特に高校生活の初期段階では，学校側から様々な情報が提
供されます。後になってから「聞いてなかった・・・」と顔が青くなることの無いように
注意しましょう。そして，大切な事柄をメモに残すクセを付けていきましょう。人はすぐ
に忘れてしまうものです。予備登校時にお話ししたことを全て覚えていますか？
②規則正しい生活を心がける
たとえ定期考査が良好な点数であったとしても，欠課や欠席が多い場合には単位が認定
されず，進級できないこともあります。これが，中学校とは大きく異なる点です。常に心
身の健康に気を配り，欠席することのないよう注意しましょう。また，万が一遅刻や欠席
をする場合は，学校への電話連絡が必要になります。その場合は保護者の方から連絡を入
れるようにしてください。
③学習習慣を身につける
予備登校時にも説明いたしましたが，高校では，ある一定以上の点数が獲得できなかっ
た場合には，単位が認定されず，進級できないこともあります。継続して学習する習慣を，
しっかりと身につけるよう少しずつ努力してみましょう。「継続は力なり！」
④服装・頭髪等の乱れに注意する
本校では，スカートを短くしたり，茶髪や金髪にするなどの染髪や，耳にピアスをする
こと等は認めていません。また，制服着用の在り方に関しても，服装規定に則り指導しま
す。このことに関しては，様々な機会を捉え繰り返しお話することになると思います。ち
なみに，これらの行為は自分自身が不幸になるだけではなく，周囲へも大きな迷惑をかけ
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⑤部活動に参加しよう！
中学時代の部活動で燃え尽き，高校では部活動に加入したくないと考えている人もいる
かもしれません。しかし，部活動で培った「何かを継続しやり遂げる」という経験は，こ
のあとの人生に間違いなくプラスに働くものです。確かに，本校生徒の多くが利用する推
薦・AO 入試に有利に働くという面もありますが，それ以上に大切なことは，部活動を３
年間継続することでかけがえのない友人を得，そしてそれが自信に繋がり，有意義な人生
を送る基盤を構築することができるのだということです。
本校では，部活動への全員加入を義務づけています。活動を継続していけるような部活
動を見つけましょう！

＜保護者の皆様へのお願い＞
・ 学校からの連絡の多くは生徒を通じてお知らせします。学校で配布されたプリント等が必
ず保護者の皆様に届くようご家庭でもお声がけください。
・ 生活指導をはじめ教育活動においては，学校と家庭との協力体制を築くことは極めて重
要となります。学校と家庭が手を携えて取り組んでいきたいと思っておりますので，今後と
もご協力をお願いいたします。
・ 送迎に関しては，校内に車で乗り入れることはできません。また，校門付近での下車
・乗車も行わず，少し離れたバス通り等で降り徒歩で登校することをお願いしており
ます。校門付近における近隣住民の方々の生活，及び生徒の安全面にご配慮ください。

第１学年スタッフ紹介
今年度のスタッフは以下の 16 名です。よろしくお願いします。
組 担任
氏 名
教科
校務分掌
部活動顧問
学年主任 桂島 敦（かつらしま あつし）
地歴
総務
硬式野球
１ 正 小林 陽二（こばやし ようじ）【副主任】
理科
総務
科 学
副 佐藤 麻由（さとう まゆ）
理科
保健厚生
弓 道
２ 正 柴 正之（しば まさゆき）
数学
生徒指導 ﾊﾞｽｹ・生徒会
副 菅野 岳（かんの たかし）
国語
総務
バドミントン
３ 正 青山 聡（あおやま さとし）
英語
進路指導
陸 上
副 伊藤 浩（いとう ひろし）
国語
進路指導
弓 道
４ 正 永嶋 省平（ながしま しょうへい）
公民
教務
ソフトボール
副 石井 厚子（いしい あつこ）
体育
保健厚生
新体操
５ 正 山岸 龍（やまぎし りょう）
数学
教務
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
副 川原 笑子（かわはら えみこ）
英語
生徒指導
演 劇
６ 正 横尾 勇（よこお いさむ）
英語
生徒指導
硬式野球
副 大崎 幸世（おおさき さちよ）
国語
進路指導
茶華道部
７ 正 佐藤 道明（さとう みちあき）
体育
総務
バドミントン
副 菊地 麻里子（きくち まりこ）
音楽
生徒指導 応援団・チア・ボランティア
学年所属 佐藤 ゆかり（さとう ゆかり）
養護教諭 保健厚生
※各クラスの授業については，他学年所属の教員が担当する場合もあります。
★今後の予定は裏面へ
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４月９日（木）新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・ＬＨＲ・対面式・部紹介
提出物 □修学旅行アンケート
□生い立ちの記
□雑巾３枚
□自転車通学届とステッカー代100円（希望者のみ）
忘れないこと！
持参物

□『入学のしおり』 □『松陵チャート』
□体育館シューズ
□スタディサポート活用 BOOK（スタディサポート用問題集）
□筆記用具（黒・赤ボールペンを含む）
８：３０〜８：４５ 朝学習・出欠確認・ＳＨＲ（諸連絡・時程等説明）。
１・２校時 ８：５０〜１０：４０ 新入生オリエンテーション（体育館）
①第１学年団自己紹介
※体育館シューズ持参のこと
②教務部から
③生徒指導部から
④進路指導部から
⑤保健厚生部から
⑥教育相談担当から
⑦松陵高校で学ぶということ
※途中適宜休憩
３・４校時 １０：５０〜１２：４０ ＬＨＲ①・②（各教室）
※ＬＨＲと同時並行で，1 組から個人写真撮影 → 「正装」で撮影する
・提出物回収
・正副担任自己紹介
・生徒心得説明
・各種委員会について説明
・各種委員会･係決め
・校内見学
・その他，担任・副担任によるクラス各自の活動 など
昼休み １２：４０〜１３：２５（45分）
※高校には給食がありません。ただし，食堂・購買はあります。
５校時 １３：２５〜１４：４５（８０分） 対面式・部紹介
ＳＨＲ・清掃 １４：４５〜
放課後 部活動見学（次の日に仮登録です。しっかり見学しましょう）

６校時

１４：２５〜１５：１５（５０分）総合検診
１５：２０〜１５：４０（２０分）部集会（仮登録）
（仮登録ですが，全員必ず指定された入部希望の場所に行き，カードを顧問に提出します）
＊本登録は１６日(木）
ＳＨＲ・清掃 １５：４５〜
※ＬＨＲの途中に①循環器検診②結核検診が行われる予定です。

４月１３日（月）第１回スタディサポート（模試）・ＬＨＲ
各種委員会①
朝学習・ＳＨＲ ８：３０〜 ８：４５
１校時
８：５０〜 ９：５０（６０分）
２校時
１０：００〜１１：００（６０分）
３校時
１１：１０〜１２：１０（６０分）
１２：１０〜１２：５５（４５分）
４校時
１２：５５〜１３：４５（５０分）
５校時
１３：５５〜１４：４５（５０分）
６校時
１４：５５〜１５：４５（５０分）
ＳＨＲ・清掃 １５：５０〜
１６：１０〜

各種委員会①

４月１４日（火）通常授業・尿検査・各種委員会②
（１６：４０〜）

４月１５日（水）通常授業・尿検査・応援練習①
４月１６日（木）通常授業・歯科検診・部活動本登録
４月１７日（金）通常授業

４月１０日（金）授業・総合検診・身体測定
朝学習・ＳＨＲ ８：３０〜 ８：４５
１校時
８：５０〜 ９：４０（５０分）授業（１〜３組はＬＨＲで検診）
２校時
９：５０〜１０：４０（５０分）授業（４〜６組はＬＨＲで検診）（
３校時
１０：５０〜１１：４０（５０分）授業（７組はＬＨＲで検診）
４校時
１１：５０〜１２：４０（５０分）ＬＨＲで検診
１２：４０〜１３：２５（４５分）昼休み
５校時
１３：２５〜１４：１５（５０分）総合検診
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国語試験
英語試験
数学試験
昼休み
カード記入・学習状況調査
学年集会（体育館）生徒手帳持参
ＬＨＲ
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