
 

 

 

 

 

 

 

祝入学！さあスタート！ 
第 1学年主任   廣内 健人 

 柏原高校 77回生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

 まわりは満開の桜。見上げれば私たちを四方から暖かく見守る丹波の山々。慣れ親しんだ山々にも

山桜が咲き誇り、君たちの入学を祝福しています。私は君たちとの出会いにワクワクしています。 

 「頑張るぞ！」張り切って入学式に臨む、今日の初心を忘れないでください。中学までの君はいったん

リセット。なりたい自分になるチャンスです。感動と成長に満ちた３年間の、いよいよスタートです。 

 さて、君たちの３年間を最高のものにするアドバイスを贈ります。それは、“柏原高校にどっぷり浸かる

こと”です。休日も放課後も部活動に打ち込む。希望補習などで放課後遅くまで学校に残る。行事の

前にクラス活動に仲間と励むなど、柏高生活でしかできないことを最優先してください。思いっきり活

動に取り組む中では、もちろん辛いことしんどいことがありますが、それ以上にやりがいと、その中で自

分が成長する手ごたえが感じられます。自分に限界を決めず、どんどん取り組んでください。乗り越え

るほど手ごたえがあるほど、楽しさも増します。その経験は、生涯自分を支えてくれる自信になります。

そして生涯の友人も出来ます。「何者か」になる前の３年間で出会った友人は、肩書・学歴、関係なく、

変わらず君を応援してくれます。柏高で君が出会う 198人の仲間は、一生の財産です。 

 そのための、柏高生活にどっぷり浸かって楽しむスタートのための準備は、以下の２つです。 

 ①体力と体調、生活リズムを整える。３点固定（起床・帰宅後の学習開始・就寝）を確実に。 

 ②基礎学力をつける。学校が辛くなる最大の理由は学業不振です。学校の指導（授業と予習復習、

課題と小テストなど）に食らいつきましょう。根気強く丁寧に、毎日コツコツ、地道に一歩ずつ。 

 さあ、スタートです。これら柏高生活の基本に慣れるまではしんどいかも知れませんが、ここが頑張り

どころです。１９８人の仲間と、先輩たちと、先生たちがついています。一緒に頑張りましょう。 

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。お子様が柏高生活を活き活きと過ごし、たくましく成長する

よう、教員団が力を合わせて教育活動を行っていきます。３年後の進路を見すえ、学校と家庭が力を

合わせてお子様の成長をサポートできますよう、ご協力のほど、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（予鈴：8:15 朝の読書：8:30～４０） 

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（予鈴：１３：１５） 

５校時 １３：２０～１４：１０ 

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

７校時 １５：２０～１６：１０    月・木   ：７校時終了後すぐに終礼・掃除 

当面の予定（５日登校日にお知らせしていますが、念のため） 
 １１日㈪ 12日㈫ 13日㈬ 14日㈭ 15日㈮ 

１校時 対面式 

校内見学 

ＬＨＲ 

学年集会 身体測定 

芸術教科書購入 

授業 新入生オリエ

ンテーション

遠足 

[別紙案内] 

２校時 授業 

３校時 教科オリエンテーション  授業 

４校時 課題考査 手帳活用指導 柏高歴史講話 授業 

５校時 課題考査 ＬＨＲ スタディサプリ 

活用講習 

部活動紹介 

６校時 課題考査 

７校時 ＬＨＲ   LHR  

※13 日の芸術教科書購入では、11 日に渡す購入表に記入して、代金（お釣りのないよう）とともに

持参しなさい。 

4月の行事予定    5月の行事予定 
８ 金 入学式  ２ 月 （考査 2週間前） 

１１ 月 入校オリエンテーション期間 ～13水  １０ 火 （考査 1週間前） 

13 水 身体測定  １２ 木 生徒大会 カウンセリング 

１５ 金 入校オリエンテーション遠足  17 火 中間考査 ～２０金 

18 月 面談週間 ～２２金  ２３ 月 教育実習 ～6/10木 

20 水 尿検査    授業公開週間 ～６/９水 

２１ 木 カウンセリング  26 木 耳鼻科検診 カウンセリング 

26 火 創立記念日    生徒会選挙立会演説会 

27 水 内科検診 ～２８木  ６月の行事予定 

２８ 木 カウンセリング  10 金 体育大会 
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奨学金のご案内 
各種奨学金の案内が届いています。希望される方は、学級担任に申し出て下さい。校内選考が必要

な場合や、申請書類の準備に時間がかかる場合がありますので、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：条件など 給付・貸与額 校内申込締切 

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５科目成績 4.4（５点満点）以上の生徒 

 他の奨学金についても、案内が届き次第この学年通信などを通して案内します。 

第 1学年（７７回生）学年団紹介   

主任：廣内 健人（地歴） 

副主任：清水幹郎（５組担任兼任）  学年付：吉良太誠 

 担任 副担任 

1組 松本 修子（国語） 高野 祥   （体育） 

2組 一原 直之（数学） 小林 俊彦 （国語） 

3組 坂本 秀史（英語） 吉良 太誠 （英語） 

4組 松藤 睦子（理科） 前田 まどか（家庭） 

5組 清水 幹郎（体育） 大山 隆久 （国語） 

“チーム７７”先生たちからのメッセージ  
①担当教科・部活動  ②自己紹介（趣味・好きなものやこと）  ③77回生へのメッセージ 

１組担任 松本 修子（まつもと なおこ）  ①国語科 書道部・剣道部 

②書道、磁器、展覧会巡り、ゴルフ、野球観戦 

③君たちの“翔びたて”を全力で応援します。よろしくお願いします。 

２組担任 一原 直之（いちはら なおゆき） ①数学科 ギター部・野球部 

②マラソンに挑戦中！ 最高タイム 3時間３１分９秒 

もちろん野球も大好き！   鎌倉殿の１３人  ブラタモリ 

③今の時代を生きるために、人間力を培い、新たな力を身に着けていこう。そのために、多面的な

視点をもつこと、他者と協働すること、主体的に動くことを積極的にやっていこう。 

３組担任 坂本 秀史（さかもと ひでし）  ①英語科 卓球部 

  ②とりあえず何でもやってみたがりです。趣味は国内、海外問わず旅行、アメリカの映画やドラマの

鑑賞、読書（ほぼ英語のミステリー）、卓球、テニス、バドミントンのラケットスポーツ。 

③入学おめでとう。これまでの生徒達からはエディー先生と呼んでもらっていたので、坂本先生と

呼ばれても反応できないかもしれません。なぜ「エディー」かって？それは授業で。 

４組担任 松藤 睦子（まつふじ むつこ） 

①理科(生物基礎) コーラス部(高校時代もコーラス部でした)・ギター部(演奏したことはありませ

んが、とても興味はあります) 

②小田和正さんのライブに出かけることですね。高校生の時に合唱コンクールで、オフコースの「君

住む街へ」を歌って以来のファンです。小田さんの歌を聴くと、気持ちが整い、やる気も出てくる

ので大好きです。みなさんには、気持ちを整える音楽とか運動とか何かありますか？ 

③集会でも言いましたが、健康は大事です。体の調子がよければ、頭の調子も気分もよくなります。

私たちは「生物」なので、体内(や外部)のいろんなリズムに影響を受けて、生活しています。毎日

健康にいられるように、起床、就寝、食事、学習の時間を決めて、リズムよく生活しましょう。毎日

の積み重ねが、健康や学習の大きな力になりますから！ 

5組担任 清水 幹郎（しみず みきお）  ①保健体育科 野球部 

②スポーツ全般 音楽 などなど・・・ 

③入学おめでとう。いろいろな思いをもって入学してきていると思います。卒業時には『柏原でよか

った』と思える高校生活にしていこう。微力ながら応援します。最後に・・・最高の高校生活にする

のは、誰でもない自分です！ 

学年付 吉良 太誠（きら たいせい）  ①英語科 女子バレーボール部 

②私の趣味はゲーム(ポケモン)、ギター、カメラ(写真)、英語学習、漫画(ワンピース、ヒロアカ、キングダム)

などがあります。好きなことが多すぎて、1日が 48時間になればいいなと思っています（笑）。 

③一年生の皆さんにはたくさんのことをチャレンジしてもらいたいと思っています。”No venture, 

no gain!” これは私のモットーです。私が英語を話せるようになったのは海外に住んでいた時に、

失敗を恐れず、英語を練習した結果です。(すごいいい経験ができました)これから一緒にたくさ

んのことをチャレンジしていきましょう！ 

学年主任 廣内 健人（ひろうち たけと） 

①地歴公民科 ワンダーフォーゲル部・放送部 

②山登り、旅行先の知らない街を歩くこと、野球観戦（ＦとＣ）、ラジオを聴くこと、家族と話をしなが

ら晩酌、[バイク・合唱] 

③後輩たちよ、柏高入学おめでとう。心身ともに大きく成長する柏高の３年間は、驚きと感動に満ち

たものになります。私もそう実感している一人です。まずはしっかり寝て・起きて・朝食を食べて、登

校しておいで。柏高生活を気持ちよくスタートしよう！ 

７７回生第1学年 ４月の月間目標 

『挨拶の励行』いつも元気で、さわやかな一声 

『時間を守る』１０分以上の「余裕ある登校習慣」。 

行事などの集合では「５分前集合」。提出物など期限厳守 


