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本校は、通信制高校ですので、学校からの連絡のほとんどは、文書（この『月報』や

「ＨＲ伝達」等）で行われます。それらを読まないと大事な連絡を知らずにいて、取り返し

のつかない事態となることもあります。

この『月報・旭陵』を通称『月報』と言います。『月報』には、学校からの重要な連絡、

学校の動きについての大切な情報が掲載されます。『月報』を通して、いつも「今、大切な

ことは何か」を把握しておくようにしましょう。また、１年間を通して必要なことも載り

ますので、ぜひ１年間保存しておいて下さい。年度途中で学習中断した方にも送付されます。

１年間に７回（5月初旬・5月下旬・7月・9月・10月・12月・3月）の発行予定です。

この 5 月号は、卒業式のクラス写真が掲載されますので、3 月に卒業した卒業生の方々

にも郵送します。
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このたびの人事異動で平尾校長先生の

後任として着任いたしました。どうぞよろし

くお願いします。新たに旭陵高校の一員と

なれたことを、大変うれしく思っています。 

 先日、ラジオを聞いていたところ、あるミ

ュージシャンの方がこのようなことを話して

いました。 

「あるとき、アフリカンアメリカンの子ども

たちが音楽に合わせてダンスを踊っている

のを見たことがあるのですが、リズムの取

り方に独特の『しなり』があるんですよ。素

敵なダンスでした。今、戦争をやっている人

たちは、その子どもたちにダンスを教えて

もらったらいいと思います。争いなんかな

くなるんじゃないですかね、本当に。『しなり』

は強いものですから。」 

 加わった力に真正面から立ち向かう強さ

だけではなく、受け止めつつ力をためて、次

に進んでいくことができる強さも大切だな、

と考えさせられました。自分の生活を振り

返ってみても、いろんなことを一人で全て 

 

 

 

 

受け止めるのはしんどいと思います。そん

な時は、仲間と話し合って最善解を見つけ

出し、元気に過ごしていきたいと思ってい

ます。  

ところで、しなるもの、といって私が思い

つくものは、弓です。引き絞った弓は、大き

くしなり、放たれた矢は遠くまで飛んでいく

ことができます。実は、一本の竹弓が完成す

るまでには、かなりの歳月がかかるとのこ

とです。３年かけて竹を育て、切り出し、乾

燥させ、その後、１年近くかけて仕上げられ

ます。製作の途中、火で熱せられたり、ゆが

みを調整されたり、磨かれたり、多くの工程

を経て、美しく仕上げられていきます。 

 さて、本校での学びにおいては、レポート

や面接指導など、取り組むべきことがいく

つかあります。ですが、肩の力を抜いて、心

を楽にして努力を続けてほしいと思います。

少しずつ、少しずつ続けることによって、自

分の中の「しなり」を生むことができるので

はないでしょうか。 

 生徒の皆さんの中には悩んだり、試行錯

誤したりしている方もいることと思います

が、旭陵高校の教職員一同、皆さん一人一

人が、しなやかで軽やかな人生を送るため

のお手伝いをしたいと思います。 

 

 

 しなやかに軽やかに 
校長 林 直 紀 
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国語科

北村４ A

国 語 総 合

校長 林 直紀
教頭 浅井

今年度の教職員紹介

新田 2C

地学基礎

化学基礎

阿部 3A

化学基礎

松野 3B

物理基礎

生物基礎

稲葉 2D

生物基礎

杉山 1F

簿記

ビジネス基礎

加藤修　特科

ビジネス基礎

経済活動と法

商業科

永井 1B

数学Ⅰ

数学 A

数学入門

加藤圭　4A

数学Ⅰ

数学Ⅱ

数学入門

理 科

数 学 科

相馬 3D

古典 B

早川 1C

現国 ・言文

東條 4D

現代文 B
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消費生活

井上 1 Ｈ

体育

保健

柏原 4 Ｃ

体育

保健

山口４Ｆ

体育

保健

山内 2 Ｂ

家庭総合

フードデザイン

村田 1 Ａ

家庭総合

消費生活

石川 併修

社会と情報

家庭総合

渋谷
武田

事務長

野入 加藤 小塩

社会科

杉浦 4B
美術Ⅰ

田中

2Ａ

世界史 B

歴史総合

西田

教 務 主 任

政治経済

小 久 保

3Ｃ

地 理 B

家庭科

芸術科

情報科
保健体育科

坪井 1D

英語コミュⅠ

英語入門

中野 1 Ｅ

英語コミュ I

コミュ英語Ⅱ

英語会話

英語科

松谷

１Ｇ

公共

山田

４ E

日本史Ｂ

事 務 室
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前 期 面 接 指 導 計 画
－スクーリングでの学習内容です－

現代の国語
【X1】【Y1】発想
【X3】【Y3】原稿用紙の書き方

言語文化
【X2】【Y2】古文入門「児のそら寝」
【X4】【Y4】漢文入門

現代文Ｂ
【X1】【Y1】報告課題①の内容
【X2】【Y2】報告課題②の内容
【X3】【Y3】報告課題④の内容
【X4】【Y4】報告課題⑤の内容

古典Ｂ
【X1】【Y1】
伊勢物語「小野の雪」

【X2】【Y2】
方丈記「安元の大火」

【X3】【Y3】
漢詩 ～絶句・律詩～

【X4】【Y4】
枕草子「うつくしきもの」

歴史総合
【X1】【Y1】【X2】【Y2】【X3】【Y3】【Z3】
【X4】【Y4】
第Ⅰ部 教科書ｐ 12～ｐ 75をやります。

世界史Ｂ
【X1】【Y1】
古代地中海文明の流れ（４大文明～ローマ帝国）

【X2】【Y2】
インド史（古代～近代）及び東南アジア史

【X3】【Y3】 【Z3】
イスラーム史 中国史（古代～中世）

【X4】【Y4】
西ヨーロッパ史（中世史）

日本史Ｂ
【X1】【Y1】
・旧石器時代～古墳時代について

（レポート No.１に相当）
【X2】【Y2】
・飛鳥時代～平安時代について

（レポート No.２に相当）
【X3】【Y3】
・平安時代～鎌倉時代について

（レポート No.３～４に相当）
【X4】【Y4】
・南北朝時代～室町時代について

（レポート No.４～５に相当）
【z4】
・古代～中世の文化について

地理総合 ＊ｚ面接は後期に２回

【X1】【Y1】 （ｚ 6／ｚ 7）
地図、地理情報、時差について

【X2】【Y2】
大地形についてなど

【X3】【Y3】
世界の気候についてなど

【X4】【Y4】
食料問題についてなど

公共
【X1】【Y1】【X2】【Y2】
第１回レポートの解説とその発展

【X3】【Y3】【X4】【Y4】
第２･３回レポートの解説とその発展

各科目担当の先生方に、前期のスクーリングの予定内容を記入していただきました。

本日以降の予定を見て、レポート作成や予習・復習の参考にしてください。



2022年(令和 4年）5月 1日 旭 陵 第 452号（7）

政治･経済
【X1】【Y1】
第 1回レポートの解説とその発展

【X2】【Y2】
第 2回レポートの解説とその発展

【X3】【Y3】
第 3回レポートの解説とその発展

【X4】【Y4】
第 4回レポートの解説とその発展

数学Ⅰ
【X1】【Y1】
第 1～４回レポートの内容

【X2】【Y2】
第 1～４回レポートの内容

【X3】【Y3】
第 1～４回レポートの内容

【X4】【Y4】
第 1～４回レポートの内容

数学Ⅱ
【X1】【Y1】
第 1回レポートの内容

【X2】【Y2】
第 2・3回レポートの内容

【X3】【Y3】
第 4回レポートの内容

【X4】【Y4】
第 5・6回レポートの内容

数学Ａ
【X1】【Y1】
第 1回レポートの内容

【X2】【Y2】
第２回レポートの内容

【X3】【Y3】
第３回レポートの内容

【X4】【Y4】
第４回レポートの内容

数学入門講座
【X1】【Y1】
第 1回レポートの内容

【X2】【Y2】
第２回レポートの内容

【X3】【Y3】
第３回レポートの内容

【X4】【Y4】
第４回レポートの内容

物理基礎 電卓を持参してください

【X1】【Y1】
物体の運動（１）

【X2】【Y2】
物体の運動（２），いろいろな力

【X3】【Y3】
力と運動

【X4】【Y4】
仕事とエネルギー

化学基礎
【X1】【Y1】
原子と元素

【X2】【Y2】
結合と電子

【X3】【Y3】
原子量と物質量

【X4】【Y4】
物質量・化学反応式

生物基礎
【X1】【Y1】
生物の特徴 1

【X2】【Y2】
生物の特徴 2

【X3】【Y3】
遺伝子とそのはたらき 1

【X4】【Y4】
遺伝子とそのはたらき 2

地学基礎
【X1】【Y1】
地球

【X2】【Y2】
活動する地球

【X3】【Y3)】
地球史の読み方（1）

【X4】【Y4】
地球史の読み方（2）、地球と生命の進化
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体 育（男子）

＊バドミントン＊
【X1】
オリエンテーション

【Y1】
ラリーの基本技能

【X2】
ラリーの基本技能

【Y2】
サーブの基本技能

【X3】
簡易ゲームを通しての技能

【Y3】
簡易ゲームを通しての技能

【X4】
ゲーム（ゲームの進め方の理解）

【Y4】
ゲーム（審判法の理解）

体 育（女子）

＊テニス＊
【X1】
オリエンテーション

【Y1】
ラリーの基本技能

【X2】
ラリーの基本技能

【Y2】
サーブの基本技能

【X3】
簡易ゲームを通しての技能

【Y3】
簡易ゲームを通しての技能

【X4】
ゲーム（ゲームの進め方の理解）

【Y4】
ゲーム（審判法の理解）

保 健
【X1】【Y1】【X2】【Y2】
生活習慣病、喫煙、飲酒、薬物乱用と健康

感染症、適応機制、心の健康と自己実現

【X3】【Y3】【X4】【Y4】
交通事故、応急手当の意義とその基本、心肺

蘇生法

音楽Ⅰ
【X1】
シューベルト、ウェルナー「野ばら」

【Y1】
シューベルト、ウェルナー「野ばら」

【X2】
「この道」、民族音楽、

【Y2】
民族音楽、コードネーム

【X3】
「上を向いて歩こう」、リコーダーの基本

【Y3】
「世界に一つだけの花」、リコーダー重奏

【X4】
バロック時代の音楽、楽譜用語

【Y4】
近代の音楽、コードネーム

美術Ⅰ
【X1】
オリエンテーション・鉛筆デッサン

【Y1】
色彩の基礎１

【X2】
水彩画

【Y2】
色彩の基礎

【X3】
配色とデザイン

【Y3】
彫刻

【X4】
彫刻

【Y4】
彫刻
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書道Ⅰ
【X1】
書道史と硬筆

【Y1】
楷書古典の臨書 「九成宮醴泉銘」

【X2】
楷書古典の臨書 「孔子廟堂碑」

【Y2】
楷書古典の臨書 「雁塔聖教序」

【X3】
楷書古典の臨書 「建中告身帖」

【Y3】
楷書まとめ

【X4】
行書古典の臨書 「蘭亭序」

【Y4】
隷書古典の臨書 「曹全碑」と まとめ

英語会話
【X1】 教科の説明及びレポート 1 の解説
【Y1】 レポート 1 の解説
【X2】 レポート 2 の解説
【Y2】 レポート 2 の解説
【X3】 レポート 3 の解説
【Y3】 レポート 3 の解説
【X4】 レポート 4 の解説
【Y4】 レポート 4の解説
（注意)

レポートの範囲の教科書の Lessonを含みます。
前期に ALT（外国語指導助手）が 3 回来校予
定です（Y2,Y3,Y4の予定）。
**そのため予定変更があります**

英語コミュニケーションⅠ
【X1】 教科の説明及びレポート 1の解説
【Y1】 Lesson 1
【X2】 Lesson 2
【Y2】 Lesson 3
【X3】 Lesson 4
【Y3】 Lesson 4
【X4】 Lesson 5
【Y4】 レポート１～４の復習

コミュニケーション英語Ⅱ
【X1】 教科の説明及び Lesson 1 の解説
【Y1】 Lesson １～ 2 の解説
【X2】 Lesson 2 の解説
【Y2】 Lesson 3 の解説
【X3】 Lesson3～ 4 の解説
【Y3】 Lesson 4 の解説
【X4】 Lesson 5 の解説
【Y4】 Lesson5 の解説レポート 6の解説

英語入門講座
【X1】 教科の説明及びレポート 1 の解説
【Y1】 レポート 1,2 の解説
【X2】 レポート 2 の解説
【Y2】 レポート 2 の解説
【X3】 レポート 3 の解説
【Y3】 レポート 3 の解説
【X4】 レポート 4 の解説
【Y4】 レポート 4の解説

家庭総合
【X1】オリエンテーション・自分らしい人生をつくる
【Y1】自分らしい人生をつくる
【X2】子どもと共に育つ
【Y2】子どもと共に育つ
【X3】高齢社会を生きる
【Y3】共に生き、共に支える
【X4】経済生活を営む
【Y4】経済生活を営む･ﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて

消費生活
【Y1】社会を支える消費者
【Y2】消費者被害と消費者の権利・責任
【Y3】消費生活の安全と自由
【Y4】消費生活の安全と自由

フードデザイン
【X1】食べ物の話・健康と食生活
【X2】食べ物の話・栄養
【X3】栄養・献立
【X4】調理の基本
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社会と情報
【X1】【Y1】
・情報とコンピュータ

【X2】【Y2】
・情報とインターネット

【X3】【Y3】
・情報と図書館

【X4】【Y4】
・情報公開と個人情報

ビジネス基礎
【X1】【Y1】

21世紀にはばたく
経済のしくみとビジネス

社会の変化とビジネスの発展

【X2】【Y2】
経済活動と流通

流通の役割 流通の働き

流通をとりまく環境の変化

【X3】【Y3】
ものの生産者

サービスの生産者

小売業

卸売業

【X4】【Y4】
物流業

金融業

情報通信業

前期のまとめ

経済活動と法
【X1】【Y1】
経済生活と法 法の体系

権利・義務とその主体 制限能力者制度

法人

【X2】【Y2】
物と財産権 物権

債権 無体財産権

契約の基礎 契約と意思表示

【X3】【Y3】
物の売買 売買契約の保証

契約によらない財産権の変動

【X4】【Y4】
前期のまとめ

簿 記
【X1】
簿記の基礎 資産・負債・資本と貸借対照表

【Y1】
収益・費用と損益計算書

取引と勘定

【X2】
仕訳と転記

仕訳帳と総勘定元帳

【Y2】
試算表と精算表

【X3】
決算（１）

【Y3】
現金と預金などの取引

【X4】
決算（１）復習

【Y4】
前期のまとめ 試験対策問題等

総合的な探究の時間
【X1】【X2】

ガイダンス

テーマの決定と学習活動の計画
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第51回卒業式
2022年3月13日
中電ホール

4年A組
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4年B組

4年C組
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4年D組

4年E組
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4年F組

4年G組
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進路関係の資料について

進路関係の資料は、旭陵校舎１階～２階階段の

掲示板とＫ２教室前にあります。４年生に限らず

積極的に見に来てください。

<注意>「閲覧のみ可能な資料」と「持ち帰り可

能な資料」があります。その旨記していますが、

注意してください。

進路を考えよう！ 進路指導課

日本学生支援機構、交通遺児奨学生等、進学用

奨学金などに関する問い合わせは２階職員室、教

務課奨学金係で受け付けています。

進学希望者の方へ

本校ではまず、「６/１２(日)Ｘ３・６／１９

（日）Ｙ３：４年生進路説明会」がありますので

是非参加してください。適切な進路を選択するた

めには、各大学の学部学科の内容の調査や、オー

プンキャンパスへの参加が大切です。また、担任

や進路指導課の教員が随時個別の相談に応じま

す。

大学・短大・専門学校の入試には、「総合型選

抜（旧AO入試）」、「学校推薦型選抜（旧推薦入試）」、

「一般選抜（旧一般入試）」の３種類があります。

「総合方選抜」：「学校推薦型選抜」と混同されや

すい入試方法です。「推薦書」が不要で、自己推

薦的な入試方法です。

「学校推薦型選抜」：「指定校推薦」と「公募制推

薦」の２種類があります。

「指定校推薦」は夏季休暇中に該当校一覧表を学

校から郵送します。希望する人は、今後の情報に

注意して期日までに担任に申請してください。

「公募制推薦」は、志願者本人が各大学の入試情

報を調べて担任に申し出てください。

★注意

受験校ごとに設けられた評定基準値を満たす必

要があります。評定は１年～４年前期までの評定

平均です。転入・編入生の場合、前籍校の評定も

用いることになります。また、前期試験で再試や

追試になった場合は推薦希望が出せない場合もあ

るので注意して下さい。

「一般選抜」： 学力試験が課されます。計画的に

勉強を進めましょう。共通テスト(旧センター試

験)への出願は学校から一括申請ですので、学校

からの情報に注意してください。

就職希望者の方へ

７月上旬の求人票公開から本格的な活動となり

ます。来年３月卒業予定の高校生への求人に応募

する場合は、必ず学校を通しての手続になります。

就職希望者はできるだけ「４年生進路説明会」、

参加しましょう。

*******************************************
高認説明会のお知らせ

第１回 ４月２６日（火）

第２回 ７月２９日（金)１０時（予定）

<場所> 旭陵校舎１階 図書室

高認資格取得を考えている方、高認科目合格を

使って本校の単位認定を考えている方の出席を勧

めます。願書の配布と説明をします。

******************************************
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気持ちよく学習するために

―事務室からのお願い―

図 書 館 の 利 用 に つ い て 図 書 館 係

図書館は旭陵校舎１階にあります。その蔵書冊数についても閲覧用の机・椅子の設備についても、

通信制の高校としては充実した図書館となっています。

雑誌などの楽しい読み物もありますので、おおいに利用してください。

利用にあたっては、以下の点に留意してください。

① 図書室内では雑談・私語は慎んでください。また携帯電話、スマートフォン（スマホ）など

の使用も禁止です。静かに学習や読書ができるように協力願います。

② 図書室内での飲食は厳禁です。

③ 図書の貸出方法については、生徒便覧の p.56～58 を参照してください。

ただし、禁帯出ラベルの貼ってある本と雑誌については貸出ができません。

④ 図書室内で閲覧した本は、必ず元の位置まで戻してください。

⑤ 利用できる時間は、X・Y・z面接指導日の 9時00分～16時00分です。

諸証明書（学割、在学証明書等）がほしい時は

■事務室前にある交付願の用紙に記入し、事務室

窓口へ提出してください。午前中に申し込みをす

ると午後２時以降受け取れます。

■本校へ通学するための「学割」は、スクーリン

グ、試験に出校するために必要な枚数しか発行で

きません。（１人につき年間６枚まで発行できま

す）

レポート受け付けについて

■開校時は、事務室カウンター投入口に入れてくだ

さい。

夜間投入ポストは、閉校時のみ利用して下さい。

その他

■事務室に用事がある時は、筆記用具等必要な物

を持参して来てください。

■事務室では、切手は販売していません。必ず最

寄りの郵便局、もしくはコンビニエンス・ストア

で購入してください。
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保健体育科より

本日（５／１）の体育は、オリエンテーションを行います。必ず参加して下さい。

該当の時間に、全員大体育館に集合して下さい。（更衣は不要です。）

〈体育実技クラス一覧〉 〈前期実施場所〉

時限 班 該当学年 晴天時 雨天時

男子
１年生、 その他 男 子 大体育館 大体育館

２限 女子 １年生、 その他
女 子 テニスコート 小体育館

特別班 対象者 特別班 武道場 武道場

男子 ２年生、 その他 ※雨天時及びグラウンド不良時の連絡は、

３限
掲示及び放送で行います。

女子 ２年生、 その他
※貴重品は、各自で管理してください。

※更衣場所には絶対に私物を放置しないでください。

特別班 対象者 ※前期：女子は運動靴を用意してください。

※前期：男子は室内用シューズを用意してください。

男子 ３年生、 その他 ※遅刻や服装・シューズが整わない場合は、活動に参加

４限
できない場合があるので注意してください。

女子 ３年生、 その他
※火曜日のｚ面接指導日は男女とも大体育館で行います

ので、必ず室内用シューズを用意してください。

特別班 対象者

男子 ４年生、 その他

５限
女子 ４年生、 その他 更 衣 場 所

特別班 対象者 男子 活動場所

女子 武道場５限 男女共習 全学年合同

14:00
~

芸術科目の美術・書道・音楽はいずれも実技重視の科目ですから、いろいろな教材・用具

が必要になります。美術Ⅰでは指定の教材と水彩用具、書道Ⅰでは書道用具と筆ペン、音楽

Ⅰではソプラノリコーダーが必要です。美術の指定教材は原則受講者全員購入。水彩用具・

書道用具・筆ペン・ソプラノリコーダーなどは各自で準備しておきましょう。すでに持って

いる人は購入する必要はありません。不明の点は直接科目の担当者に尋ねてください。

火
曜
（
ｚ
）

日

曜

（

・

）

X

Y

《 芸術科目使用教材の購入・準備について 》
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・
高等学校では教科の学習とは別に、特別活動に参加することが必要です。

・
特に４年次生は特別活動出席時数が不足すると卒業できなくなりますので、注意してください。

・ 詳しくは以下の表ならびに今年度の『生徒便覧』で確認してください。

【 注意 】

・ ＬＴの出席時数は、１回あたり１単位時間として記録されます。

・ ｚ面接にＬＴはありません。

・ 特別活動の出席時数は卒業するまでに 30時間以上必要です。

（転編入生は生徒便覧 P.14を参照）

・ 詳しくは生徒便覧 P.42を参照してください。

特別活動出席時数の取り扱いについて

生徒指導課

特活時数取り扱い一覧
行 事 時間 対 象

ＬＴ（年間１６回） １６ 全員

在校生手続 ２ 在校生全員

入学式 ２ 新入生・転編入生

入学式手伝い ２ 希望者

オリエンテーション ２ 新入生・転編入生

夏季宿泊面接指導（林間学校） ２ 希望者

宿泊面接指導（修学旅行） ４ 2.3.4年次生希望者
学校祭 ２※ 全員

冬季宿泊面接指導（スノーボード学校） ２ 希望者

※ 特活時数付与には条件があります。

ＬＴ年間計画

Ｘ１ ＨＲ Ｘ５ ＨＲ

Ｙ１ ※離着任式 Ｙ５ ＨＲ

Ｘ２ ＨＲ Ｘ６ ＨＲ

Ｙ２ ※生徒総会 Ｙ６ ＨＲ

Ｘ３ ＨＲ Ｘ７ ＨＲ（受講登録説明）

Ｙ３ ＨＲ Ｙ７ ＨＲ（受講登録）

Ｘ４ 防災訓練 Ｘ８ ＨＲ（受講登録）

Ｙ４ ※校内生活体験発表会 Ｙ８ ＨＲ（受講登録）

※印は体育館で実施する予定ですが、変更することがあります。
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部 活 動 お よ び 実 施 場 所

部 活 動 名 顧 問 名 実 施 場 所

手 芸 村田・西田 旭陵２ F 物化教室

(K2)
美 術 杉浦・山田・小久保 旭陵３ F 生地教室

(K3)
陸上競技 田中・井上・永井 グラウンド

（雨天時：武道場）

茶 華 道 松野・新田・山内 旭陵４ F 多目的教室

(K5)
映画研究 坪井・杉浦 旭陵４ F 視聴覚教室

(K4)
写 真 中野・山田・永井 旭陵２ F 物化教室

・坪井 (K2)
書 道 早川・小久保・松谷 旭丘１ F 書道教室

テ ニ ス 柏原・井上・永井 テニスコート

(雨天時：武道場)

サッカー 阿部・山口・新田 グラウンド

（雨天時：大体育館）

卓 球 加藤圭・松谷・東條 小体育館

・相馬

バドミントン 稲葉・東條・加藤圭 大体育館

ソフトボール 杉山・加藤修・・東條 グラウンド

（雨天時：大体育館）

Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４、Ｋ２，Ｋ３，Ｋ４，Ｋ５

は旭陵校舎です

茶華道 倉
多目的 庫
(K5)

映画研究

視聴覚室 ＜旭陵４階＞
(K4)

Ｗ

相談室 Ｃ ＜旭陵３階＞

美術

生地教室 第２職員室
(K3)

Ｗ

物化準 Ｃ ＜旭陵２階＞

写真
手芸

物化教室 第１職員室
(K2)

Ｗ

Ｓ２教室 Ｓ３教室 Ｓ４ Ｃ
Ｓ１教室

Ｗ

保健室 Ｃ ＜旭陵１階＞

校長室

事務室 図書室

＜旭丘１階＞

相 書道 生

事務室 美術品 談 和 洋 多目的 導

展示室 会議室 室 保健室 作法室 作法室 多目的教室 教室 書道室

校長室

この図面の上方向が北です。

■本日LT終了後、各部でミーティングを行います。

部活動登録をした生徒は、１６：００までにそれぞれの

活動場所に集合して下さい。
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教 育 相 談 の ご 案 内

スクールカウンセラー来校のお知らせ

新入学、転入学、編入学の皆さん、初めまして。

在校生の皆さん、引き続きよろしくお願いします。

私たちは、旭陵の相談室のスタッフです。

旭陵の相談室は、どなたでも利用できます。

予約は面接指導時だけでなく、それ以外の日も電

話で受け付けています。相談室のスタッフは秘密を守

ります。

学習を進めていく中での皆さんの緊張、不安を和ら

げる「伴走者」にすぎませんが、誰かに話をしたくなっ

た時、そばにいてくれる人が必要な時は、遠慮なく相

談室へどうぞ。

《相談室の場所》

旭陵校舎３階・K3教室横

《スタッフ》

松岡（スクールカウンセラー）

新田（２Ｃ担任 理科）

稲葉（２Ｄ担任 理科）

山内（養護員） スクーリング日には

高橋（養護員） 保健室にいます。

山内 高橋

スクールカウンセラー松岡　　　さんによ

るカウンセリングが始まりました。今年度は

火・日曜日に実施される予定です。

生徒さんだけでなく、保護者の方、また保

護者の方と生徒さんご一緒でも、カウンセリ

ングのご希望やご相談があれば、気軽にご利

用ください。

松岡さんの来校日に、直接 K3 教室横の相談

室で受け付けることもできますが、空き時間

がない場合があります。相談を希望される時

は、事前に学校へお電話いただくか、下記の QR

コードからも予約できます。 スクールカウン

セラーの来校予定日は「ＨＲ伝達」でもお知

らせします。（初回は 5/17です)
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林間学校へ行こう!

仕事や勉強に忙しい毎日を送っていることと思います。ただひたすらレポートをや

り、スクーリングの日に授業を受けてさっさと帰るだけというのでは、ちょっぴり味気な

くて淋しいとは思いませんか？ 林間学校に参加して、普段接することの少ない自然

を満喫し、クラスや面接指導以外での友人関係も広げてみてはどうでしょう！

今年度は新型コロナウィルス感染症の拡大状況を見極めながら開催を検討してい

ます。参加を検討している人は必ず説明会に出席してください。

【１】日程

7月 16日（土）～ 7月 17日（日）1泊 2日

【２】場所：長野県乗鞍高原

【３】活動内容（予定）

学校からバスを利用

宿泊は、民宿「ヒュッテほし」

一日目：高原のさわやかハイキング

二日目：体験活動

【４】参加費用：￥２０，０００

【５】予定

■５月２２日（X2）

説明会、申込用紙・問診票配布

申し込み開始

■６月１９日(Y3) 申し込み締切

■７月１０日(Y4)

参加者（申込者）事前指導

【６】申込方法

参加費用振り込み後、申込用紙・問診票を係に

提出する。

【７】参加資格

行事の趣旨をよく理解し、常識をわきまえ、

集団におけるマナーを守ることができる本校

の生徒。

【８】その他

■参加者には特別活動時数２時間および体育補

充時数２時間が与えられます。

■急なキャンセルについては、全額は返金でき

ませんので了承ください。

■振り込み手数料は、別途必要です。

■不明な点があれば行事担当の井上・稲葉・

相馬・山口・加藤修までたずねてください。
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本校生徒の心得
生徒指導課

１ 生徒会活動は特別活動の重要な分野です。

会員としての自覚を持ち、活動には積極的

に参加しましょう。

２ ＬＴ、校内生活体験発表会、学校祭等の

行事には積極的に参加をし、交流を深めま

しょう。

３ 学校生活のルールを守りましょう。

（１）貴重品の管理に気をつけて

盗難・紛失の危険性があります。貴重品

は常に自分の目の届くところに置き、各自

で管理してください。

（２）学校敷地内全面禁煙です。

成人であっても、

学校内は禁煙です。

健康増進法第 25 条

・健康日本 21 あいち

新計画の趣旨をふま

え、全面禁煙にご理

解とご協力をお願い

します。

（３）登校は公共交通機関で

ＪＲ・名鉄・近鉄は、身分証明書を提示

して通学日の学割回数券が購入できます。

（事務室で学割証の発行依頼をしてください。）

☆自動車通学は禁止です！

☆周辺の路上は駐禁です！

身体的な事情など特別な理由がある場合は、

担任の先生に申し出てください。

自動二輪・原付通学はできますが、「通学届」

を担任の先生に提出してください。

（４）ゴミの減量・分別をしてください

できるだけゴミが出ないようお願いしま

す。やむを得ず出たゴミについては、必ず

旭陵高校用のゴミ箱に捨てて下さい。

可燃物、缶・ビン、ペットボトルに分別

してください。

☆ゴミの減量を！

☆ゴミは必ず分別を！

（５）スマートフォン等の使用はマナーを守

って授業中・行事中は必ず電源を切ってく

ださい。心臓ペースメーカーなどを装着し

ている人もいます。ご協力をお願いします。

（６）立入禁止の掲示のある所へは立ち入っ

てはいけません。

旭丘高校２階西側職員室前廊下

旭丘高校中庭自動販売機奥

旭丘高校２～３階東側外通路

（７）乳幼児や子どもを伴って出校してはい

けません。出校日には託児のできる態勢を

あらかじめととのえておいてください。
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旭 陵 ホームルーム教室        －ＬＴで使用する教室です－ 

学年・組 ＨＲ担任 ＨＲ教室 

１Ａ 村田 １０８ 

１Ｂ 永井 １０７ 

１Ｃ 早川 １０６ 

１Ｄ 坪井 １０５ 

１Ｅ 中野 １０４ 

１Ｆ 杉山 １０３ 

１Ｇ 松谷 １０２ 

１Ｈ 井上 １０１ 

２Ａ 田中 ２０５ 

２Ｂ 山内 ２０４ 

２Ｃ 新田 ２０３ 

２Ｄ 稲葉 ２０２ 

 

学年・組 ＨＲ担任 ＨＲ教室 

３Ａ 阿部 ２０９ 

３Ｂ 松野 ２０８ 

３Ｃ 小久保 ２０７ 

３Ｄ 相馬 ２０６ 

４Ａ 加藤圭 ３０８ 

４Ｂ 杉浦 ３０７ 

４Ｃ 柏原 ３０６ 

４Ｄ 東條 ３０５ 

４Ｅ 山田 ３０４ 

４Ｆ 山口 ３０３ 

併修 石川 旭陵２階 

特科 加藤修 旭陵３階 

 

旭丘校舎 
旭丘校舎４階 

旭丘校舎３階 

旭丘校舎２階 

旭丘校舎１階 

旭     陵 



2022年(令和 4年）5月 1日 旭 陵 第 452号（24）


