
 

 

 

 

 

 

 

 

祝 御入学！       
第１学年主任 松本 修子 

柏原高校 74回生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

丹波の山々の緑に川縁に咲いている桜並木がとても目に優し

い景色の中で、私は、あなたたちとの新しい出会いを思うと、

心がときめいています。あなたたちは、この丹波の良い環境の

中で生活し、とても素直に成長してきたように見えます。この

素直な心はあなたたちの財産です。是非、この心を大切にし

て、高校生活を送ってください。 

さて、あなたたちの高校生活が充実したものになるためのアドバイスを送りま

す。それは、一言で表すと“柏原高校にどっぷり浸かること”です。部活動で休日

も平日の夕方も学校にいる、希望補習や受験勉強などで放課後遅くまで学校に残

る、行事の前にはクラス活動を率先して励むなど、柏原高校でしかできないことを

最優先してみてください。もちろん、そこには、悩むことやしんどいこともあるは

ずですが、その中で自分を成長させていってください。きっと高校生活が楽しくな

りますよ。 

そのためには、まず、自分の身の上に起こっていることにきちんと向き合うこと

です。例えば、余裕を持って登校するためには、どれぐらいの時間に起きたらいい

か。そのためには、前夜何時に寝たらいいか。寝るまでにどれぐらい学習時間が必

要なのか。などというような生活リズムを整えることです。自分で自分のことを律

して生活することです。この基本的なことが出来るまで、しばらく時間がかかると

思います。その間、慣れないことが続くのでしんどくなるかもしれません。まず

は、そこを乗り越えてください。その先に、高校生活を楽しむことが待っていると

思います。是非、“柏原高校にどっぷり浸か”って楽しみましょう。柏原高校の先

生方が応援します。 

保護者のみなさまへ 

   お子様のご入学おめでとうございます。生徒のみなさんが、充実した高校生活

を送り、たくましく成長できるように教育活動を展開していきたいと考えていま

す。ご協力のほど、よろしくお願いします。 
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第１学年（74 回生）学年団紹介 主任：松本 修子（国語） 

 担任 副担任 

１組 松山 典章 （英語） 土元 優一（数学） 

２組 坂本 秀史 （英語） 吉崎 淳 （国語） 

３組 廣内 健人 （地歴公民） 佐竹 靖史（情報） 

４組 前田 まどか（家庭） 藤原 一彦（理科：学年副主任） 

５組 坂本 玄理 （数学） 佐藤 英朗（国語） 

６組 清水 幹郎 （保健体育） 石井 理 （理科） 

・・・よろしくお願いします。 

校時表（チャイムの鳴り始め
・ ・

に教室に入っていなければ、遅刻となります） 

朝礼 ８：２０～ ８：４０ （8:15 に予鈴、8:30～8:40 は朝読） 

１校時   ８：４５～ ９：３５ 

２校時 ９：４５～１０：３５ 

３校時 １０：４５～１１：３５ 

４校時 １１：４５～１２：３５ 

昼休み １２：３５～１３：２０ （13:15 に予鈴） 

５校時 １３：２０～１４：１０ 

６校時 １４：２０～１５：１０ ６校時終了後すぐに終礼・掃除（火・水・金） 

７校時 １５：２０～１６：１０ ７校時終了後すぐに終礼・掃除（月・木） 

 

当面の予定（４月４日にお知らせしてますが、念のため） 

 ９日（火） 10 日（水） 11 日（木） 12 日（金） 

１校時   対面式 ｽﾀﾃﾞｨｰｻﾎﾟｰﾄ 

①国語 60 分 

②数学 60 分 

③英語 60 分 

ｽﾀﾃﾞｨｰｻﾎﾟｰﾄ記述 授業 

２校時 ＬＨＲ 授業 授業 

３校時 ｽﾀﾃﾞｨｰｻﾎﾟｰﾄ 授業 授業 

４校時 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 授業 授業 

５校時 
身体測定 

ＬＨＲ 
部活動紹介 

授業 

６校時 交通安全講話 情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ講話 

７校時   学年集会  

 

 

 

 

 

 

スタディーサポート活用ブック提出

です。 

スタディーサポート終了後、芸術教

科書の販売があります。お釣りのな

いように代金を用意して持ってきて

ください。 

春休みの課題提出です。 

作文・雑巾 5 枚も提出です。 

身体測定では、体操服のハーフパンツが

必要です。普段、メガネ・コンタクトレ

ンズを使用している人は、それをつけて

視力検査を行います。 

 



４月の行事予定           ５月の行事予定 

８ 月 入学式  ９ 木 内科検診 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

９ 火 対面式、身体測定    尿検査 ～５／９ 

10 水 ｽﾀﾃﾞｨｰｻﾎﾟｰﾄ 交通安全講話  16 木 生徒大会 

11 木 部活動紹介 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ  20 月 中間考査～５／23 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

12 金 情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ講演会  23 木 県総体壮行会 

15 月 オリ合宿結団式  27 月 授業公開週間 ～６／６ 

16 火 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ合宿 ～４／18    教育実習 ～６／７ 

25 木 眼科検診 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ  30 木 耳鼻科検診 

26 金 創立記念日（登校日）     

 

 

柏高生活にどっぷり浸かるために・・・その壱 

（１）まず毎日登校する。これが基本。でも体調が悪ければ無理は禁物。休みましょう。

欠席・遅刻をする場合、必ず保護者の方から電話連絡（0795－72－1166）を

入れてください。（可能であれば７：５０～８：１０の間にお願いします。） 

（２）交通ルールを守り、安全に登下校してください。すでに説明している通り、柏高

独自のルールもありますので注意してください。主なものとしては、 

①ＪＲ柏原駅から学校までは、学年ごとに通学路が指定されていること。 

②自転車通学をする人は、鑑札（番号入りステッカー）をフェンダーに張りつけた自

転車を使用すること。鑑札が配付されるまではなくてもよろしい。 

③自家用自動車による送迎が必要な場合、総合庁舎前の信号から学校寄りへは自動

車は乗り入れないこと。 

などがありました。しっかり守ってください。 

（３）持ち物は自分で管理してください。まずは名前の記入をお願いします。学校に不

要なものは持ってこないようにしてください。 

（４）携帯電話は校内では一切使用禁止です。校内では電源を切ってカバンに入れて

おいてください。 

（５）服装・頭髪・化粧等の身だしなみに関する規則を守ってください。生徒指導部・

担任からの説明通りです。また生徒手帳をよく読んでおいてください。 

（６）昼食は各自用意してください。食堂ではパンが購入できます。購入時間は昼休み

を含む午前中の休み時間です。 

（７）部活動に入りましょう。柏高の部活動入部率は 95％を超えています（平成 30

年 4 月調べ）。知の探究コースも同様です。（噂では、知探に入ったら部活ができ

ないなどと聞いていたかもしれませんが、心配ありません。知探もみんな入って

ます。）部活動に入って柏高生活を充実させましょう。 

最初から注意事項ばかりになりましたが、集団生活におけるルール・マナーはとて

も大切です。「ルールは守るもの、マナーは身につけるもの」気をつけましょう。 

15 日は４校時にオリ合宿結団式

を行い、その後帰宅します。 



 

奨学金のご案内 

各種奨学金募集の案内が届いています。ご希望される場合は、学級担任に申し出て

ください。校内選考が必要な場合や、申請書類の用意に時間がかかる場合もあります

ので、申込締切日を厳守してください。 

奨学金名 上段：採用人数・下段：条件等 給付・貸与額 校内申込締切 

毎日希望奨学金 
全国で 50 名 給付 2 万円／月 4 月 11 日 

東日本大震災で保護者が死亡または行方不明の生徒 

寺浦奨学金 
校内で 2 名 給付 4 万円／月 4 月 11 日 

家計収入が厳しく、志操堅実、成績優秀の生徒 

人志奨学金 
校内で 1 名かつ全国で 20 名 給付 2 万円／月 4 月 11 日 

経済的理由で就学困難、中学 3 年成績 4.4 以上の生徒 

J.POSH 奨学金 
全国で 50 名 給付 1 万円／月 5 月 17 日 

保護者が乳がんのため、死亡または治療中の生徒 

他の奨学金についても案内が届き次第、主にこの学年通信で連絡いたします。 

 

 

では、このあたりで失礼いたします。 

 

 

 

 

 

 


