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年度はじめの記事へ ←（クリックしていただくと、4 月当初の記事にジャンプできます）
１月２８日 地域の方が講師
【地元ボランティに関する講話】（３年）
松代地区福祉協議会、松代ボランティアセ
ンターより北村さん、和田さん、カネマツ倶
楽部の小山さんにお越しいただき、台風１９
号におけるボランティアへの取り組みや、取
り組みを通して感じた事や学んだことを中
心にお話しいただきました。
その中で、松代高校のジャージを着た生徒
がボランティアに参加している姿を見たと
きの嬉しさも語ってくださいました。地元を
愛し地元のために活躍しようという心を伸
ばしてほしいと思います。３年生は卒業間近
ですが、卒業してからも、今日ご講演いただ
いた方々のように地域で活躍してくれるこ
とを願います。

１月２７日【年金に関する講演会】
（３年）
３年生が公的年金について学びました。年
金は「世代と世代の支え合い」です。また、
年老いてから（老齢年金）のことだけでなく、
事故や病気で障がい者となってしまったと
き（障害年金）、保険料を納めてきた人や手
続きをした人と、そうでない人との大きな違
いがあることを知り年金の重要さを感じて
くれたと思います。また支払困難な時は、免
除・猶予制度があることも学びました。身近
なところでは「ガクトク」の申請ですかね。
１月２７日【外部講師による税金教室】
税理士会の方に講師をしていただき、商業
科２年会計類型の生徒が税理士という職業
について学びました。約９割の会社に税理士
が関わっており、主な業務は決算書・申告書
の作成、税務相談です。その他にも社長から
多種多様な相談を受けてアドバイスを与え
たり、専門家（弁護士や司法書士）の紹介窓
口としての役割を果たすこともあることな
どを知ることができました。
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１月２０日【進路研修】(１,２学年)
1、2 年生が進路に関する学習をしました。
２年生は商業科と普通科が前半と後半に
分かれて志願理由書の書き方と少人数に分
かれての面接の基礎・ポイントを教えていた
だきました。最後は入退室も含めた模擬面接
を少し体験しました。２年生が３年生になり
実際の志願理由書を書いたり面接を受けた
りするのはもうすぐそこです。今回の研修を
存分に生かしてください。
１年生は体育館に集まり、ワークショッ
プ。内容は「働き方＆収入の仮想体験」です。
工夫された教材で楽しみながら、生活をして
い く 上 で 考え て い かなけ れ ば い けい な い
様々な出来事や、正社員とフリーターではど
のぐらいの収入差があり、人生設計が大きく
変わってくることなどを学びました。その中
で自分の進路をどう考えていくか！自分に
とっての進路のイメージを作ることはでき
たでしょうか。しっかりと将来を見据えた取
り組みを期待します。

１２月２７日【聖澤選手 来校】
本校ＯＢで、元プロ野球選手（東北楽天ゴ
ールデンイーグルス）の聖澤諒さんが学校に
足を運んでくださいました。聖澤さんの高校
時代の監督である柳澤博美先生を通して、以
前から松高カレーのプロモーションにご協
力をいただいておりましたが、今日は松高カ
レーを召し上がっているところの撮影をさ
せていただきました。
左のように校長先生や
教頭先生をはじめ生徒
や複数の先生方との記
念撮影もしました。
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１２月２７日【２学期終業式・表彰式】
本日で２学期が終了となります。終業式で
は校長先生から 2 学期の振り返りと、生徒手
帳の１ページから４ページ（１．校章 ２．克己（校
訓）３．あさゆうにむかいて… ４．校歌）を利用して本校
の歴史・伝統の奥深さのお話しがありまし
た。そして、せっかく伝統ある松代高校に入
ったのだから誇りと自信を持って生活して
ほしいという思いを伝えてくださいました。
年末年始休業を健康に過ごし、３学期以降
の生活でぜひ生かしていいきましょう。
終業式前には 2 学期に学業、部活動、その
他の活動で特に活躍した生徒への表彰（努力
賞）がありました。
１２月１９日【義援金 長野市へ】
１１月２３日と３０日に地元スーパーで
販売した本校生徒開発商品の売上から１０
万円を台風１９号で被災された方への義援
金として長野市に贈呈しました。
今後も地元スーパー様にご協力いただき、
不定期ですが販売実習を行っていく予定で
す。地域の皆様には引き続きご協力賜ります
ようお願い申し上げるとともに、被災された
方々の一日も早い復興をお祈りいたします。
１２月１０日【研究授業】
本日、今年度着任した木内先生の研究授業
がありました。
単元：Lesson７
「The Origins of Halloween」
グループ学習を取り入れ、生徒に主体的に考
えさせ、また、話し合わせ対話的な学習を取
り入れながら上手に授業展開されていまし
た。教材もハロウィンに関するもので、生徒
が興味を持ちやすい内容だったと感じます。
１１月２５日【税に関する作文表彰式】
税に関する高校生の作文において、３年生
の平林君が関東税理士会長野支部長賞をい
ただきました。教頭先生、担任の石坂先生、
担当の池田先生、田中先生立ち会いのもと、
表彰式が行われました。
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１１月２３日・３０日
【開発商品 地元スーパーで販売】その②③
本校商業科の生徒が開発した商品「松高カ
レーデラックス」
「長いも揚げだんご」
「香り
の杏だんご」「あんずのタルト」を販売しま
した。今回は売上金を台風１９号で被災され
た方への義援金として長野市へ寄付するこ
ともあり、複数の新聞社が取材してくれ、
「松代高生 復興へ一役」
「松高カレーを売って義援金に」
「松代高生 オリジナルカレーや菓子
チャリティー販売」 等
記事にしてくださいました。
２３日：Ａ・コープ 松代店様
３０日：ツ

ル ヤ 松代店様

お買い上げいただいたお客様、ご協力いた
ただいた企業の皆様、誠にありがとうござい
ました。今回の売上から１０万円を長野市に
寄付できることになりました。
１１月１８日【修学旅行結団式】
２年生にとっての最大行事、「修学旅行」
が明日からはじまります。今日はその結団式
（出発式）です。教頭先生からお話しをいた
だいた後、各係の先生（引率職員）、添乗員
さんから、注意事項や確認事項がありまし
た。しっかりとけじめある行動をとり、まず
は「しっかり学び」そして「しっかり遊び」
健康管理に気をつけながら心に残る思い出
を沢山作ってきてください。
１１月１１日【学びの地域連携講座】
本校商業科は、２年次より、会計類型・情
報類型・流通ビジネス類型の３コースに分か
れて学習をしております。本日は、情報類型
の生徒を対象に「学びの地域連携講座」をお
こないました。情報類型に限らず、地元企業
の方に講師になっていただき、仕事の内容や
必要な知識・技術、社会人として必要なこと
を語っていただきます。ぜひ、日頃の学習や
講座の内容を将来に生かしていきましょう。
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10 月 31 日【後期 生徒総会】
令和元年度後期生徒総会が行われました。
① 各委員会年間活動報告
② 令和元年度松濤祭会計決算報告
の２つの議事がありましたが両方とも承認
されました。また、報告事項として
③ 令和元年度生徒会一般会計中間報告
④ 令和元年度クラブ遠征費中間報告
がありました。
【新旧委員長引継ぎ】
議事と報告事項のあとに、新旧役員の引き
継ぎがありました。
旧役員一人ひとりから全校に向けて「１年
間ありがとうございました」という挨拶と、
新役員から自己紹介があり、最後は新生徒会
長から「１年間宜しくお願いします」という
挨拶がありました。

10 月 31 日【クラスマッチ表彰】
生徒総会のあと、春季クラスマッチと秋季
クラスマッチ、両方の表彰がおこなわれまし
た（各クラスマッチの順位等は過去の記事を
ご覧ください）

10 月 30 日【生徒会 新役員挨拶】
職員会前に生徒会の新役員になった生徒
たちが、挨拶をしてくれました。
先生たちの前に立ち、緊張している生徒も
いましたが、一人ひとりしっかりと挨拶した
のち、新生徒会長の西村君が「１年間このメ
ンバーで頑張っていきますので、宜しくお願
いします」と力強くしめてくれました。
生徒会活動を通して大きく成長してくれ
ることを期待しています。
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10 月 25 日【研究授業】
本日、今年度着任した町田先生と宮澤先生
の研究授業がありました。
宮澤先生は「柔道 連絡技」（１年２組男子）
町田先生は「細胞と分子」
（３年応用理科生物コース）
多くの先生方が研究授業を参観しました。
お二方ともしっかりと準備されており、生徒
に考えさせるところや話し合わせるところ
などを設け、上手に授業展開していました。
10 月 11 日【保健協議会】
１年生を対象に保健協議会（保健講話）を
おこないました。ＤＶＤやスクリーンに映し
出されたスライドをみながら、命の尊さや
「今を生きる」ことの意味やありがたさなど
を学びました。

10 月 5 日【開発商品 地元で販売実習】
ツルヤ松代店様に協力していただき、本校
商業科の生徒が開発した商品「松高カレーデ
ラックス」
「長いも揚げだんご」
「香りの杏だ
んご」を販売しました。「地域と繋がる」を
念頭において接客。10:00～12:30 までの時間
限定販売でしたが、団子はあっという間に完
売！松高カレーは９０食を売ることができ
ました。ご購入いただいたお客様、ツルヤ松
代店様、誠にありがとうございました。
【特別授業 次世代水素燃料電池】
日付は少し戻りますが、9/13（金）に普通
科 3 学年理系コース選択者を対象に、次世代
水素燃料電池について本田技研工業さんを
招いた特別授業を実施しました。当日は水素
燃料電池の仕組みや模型による走行実験、水
素燃料電池車の実
車を用いた講義を
受けました。最先端
の技術に直に触れ、
楽しく学ぶことが
できました。
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10 月 3 日【秋季クラスマッチ】１日目
クラスマッチ 1 日目の本日は、学年ごとに
別れて、バスケットボール、ソフトボール、
バドミントンの競技を行いました。
＜学年別 対抗クラスマッチの結果＞
１学年 優勝 １年２組
２学年 優勝 ２年４組
３学年 優勝 ３年１組
２日目は全校での対抗クラスマッチです！
10 月 4 日【秋季クラスマッチ】２日目
クラスマッチ２日目です。本日は、全校対
抗で競技をおこないました。天候が心配され
ましたが、雨が降ることもなく、ソフトボー
ル、バドミントン、バスケットボール、卓球
の４つの競技で熱戦が繰り広げられました。
また、ソフトボールと男子バスケットは、
優勝チームと職員チームのエキシビジョン
マッチも行われました。普段とは違う先生た
ちの姿に歓声や笑いが飛び交い大変盛り上
がりました。
＜全校対抗クラスマッチの結果＞
総合優 勝

３年３組

総合準優勝

２年２組

総合３ 位

３年４組

女子バスケット

卓球

10 月 1 日【生徒会 立会演説会】
本日は新生徒会長、副会長、会計監査を決
めるための立会演説会と投票（選挙）をおこ
ないました。推薦責任者から推薦理由や立候
補者から抱負（公約）が熱く語られました。
選挙の結果、候補者全員が信任されました。
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9 月 19 日【薬物乱用防止教室】
長野ダルクの方にお越しいただき、薬物乱
用防止教室をおこないました。講演では薬物
の怖さや、使用するようになってしまった経
緯、薬を断つまでの辛さ、絶対に手を出して
はいけないことを、ご自身の人生体験を通し
て語っていただきました。講演より「家庭環
境はまちまちではあるが、悩みなどを正直に
相談できる相手を持つこと、薬物を勧められ
ても必ず「Ｎｏ」と言えること」が重要。
9 月 12 日 2 学年【進路講演会】
進路講演会を実施しました。講師は上田情
報ビジネス専門学校の比田井和孝様です。
講演テーマは「何のために働くのか」です。
働くうえで必要な心構え、知識や技能以上に
大切なものを教えていただきました。
「くれない族」の習慣が身につき、「不満」
ばかりになってしまっている！と思った人
も少なくないのでは!? 自分の将来に向け、
改善すべきところを自覚して行動していき
ましょう。将来の「幸せ」に繋げるために！
9 月 9 日【生徒実習】
2 年商業科の情報類型の生徒が総合教育セ
ンターに行き、実習をおこなってきました。
実習テーマは「ネットワーク基礎」です。
①ネットワーク構築
②Web アプリの開発

の 2 本の柱で体験

を通して学習を深めました。生徒たちは構築
したネットワークで通信が確認できた際や、
自分の指示でコンピュータや機器が動いた
際に喜びの表情を浮かべていました。
9 月 6 日【防災訓練】
本日、防災訓練をおこないました。今回は
事前に避難経路の確認などはしているもの
の、実施日を知らせずにおこないました。
「災
害はいつ起こるかわからない」その中で自分
の命・仲間の命を守るために大切なことや消
火器の使用方法を学びました。校長先生、松
代消防署の方のお話を忘れることなく過ご
していきましょう。災害から身を守るための
ＡＢＣ！（当たり前のことを バカにしないで ちゃんとやる）
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8 月 21 日【２学期始業式】
今日から２学期がスタートしました。始業
式では校長先生から、1 学期終業式での教頭
先生のお話しの振り返り、南部九州インター
ハイへの出張で感じたこと、8/16～18 に松
本で開催されたデパートユニット（本校も出
品）のお話しなど、夏休み中の高校生の活躍
と関連付け「自分の可能性を信じて挑戦す
る」「様々な角度から物を見る」及び「なぜ
見た目（身だしなみ）が大切なのか」などの
お話しがありました。2 学期もそれぞれの夢
の実現に向け頑張っていきましょう。
「笑顔」
は元手なしで 100 ドルの価値を生み出す!!
8 月 20 日【職員校内研修会】
校内研修会をおこないました。内容は
・非違行為防止
・３つの指針（AP・CP・DP） です。
まず、非違行為事例についてグループで熟議
し、非違行為防止に対する意識を高めまし
た。つづいて、生徒育成方針（DP）
・教育課
程方針（CP）、生徒募集方針（AP）の 3 つ
の方針についてグループで討論をし、本校の
将来について考えました。
7 月 31 日【体験入学】一日目
本日は、
「商業科」の体験入学です。50 名
ほどの中学生が参加してくれ、
「簿記」
「情報
処理」「ビジネス基礎」の中から希望した２
つの授業を体験してもらいました。

情報処理の様子

ビジネス基礎の様子

8 月 1 日【体験入学】二日目
つづいて、「普通科」の体験入学です。90
名ほどの中学生が参加してくれ、
「国語」
「社
会」「数学」「理科」「英語」の中から希望の
授業を一つ体験してもらいました。左の写真
は社会の授業です。普通教室でタブレットと
RESAS（地域経済分析システム）を活用し
ながら、地元地域について考える授業です。
瞬時に数値やグラフが出るところでは、「お
ーっ」という歓声があがっていました。
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７月２７日【学習環境整備事業】(PTA)
夏休み初日の大変暑いなかでしたが、生
徒・保護者・職員が力を合わせて、学習環境
整備作業を行いました。グラウンドの整備、
テニスコートの整備、敷地内の草取りなど、
大変お疲れ様でした。

７月２６日【１学期終業式】表彰・壮行会
本日で１学期が終了となりました。終業式
では教頭先生から、「これまでの自分を振り
返り、幼い行動だと思うところは改善し、大
人に近づいて２学期を迎えましょう」といっ
た内容のお話がありました。１学期で成長し
た部分もありますが、まだまだ改善や成長が
必要なところがあるのも事実です。健康に気
を付けながら、計画的に夏季休業を過ごし、
２学期以降に繋げていきましょう。

【表彰の様子】１学期に学業や特別活動において、特

【壮行会の様子】インターハイ 少林寺拳法

に活躍した生徒が表彰されました

大舞台でも、実力を発揮してきてください
７月１２日【学校訪問】
本日、中国四川省の学校職員の方々が視察
に訪れました。授業の様子や学校設備をご覧
いただきました。
本校の生徒数は５５０名ほどですが、今回
訪問にこられた学校の児童・生徒数はなんと
７，０００人だそうです。大変驚きました。
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【松濤祭 開祭式 ＆ 前夜祭】
７月５（金）、松濤祭の開祭式と前夜祭がお
こなわれました。まず、全校生徒が制作に関
わった全校制作物の披露、ポスターやパンフ
レットに採用された絵を制作した生徒への
表彰がありました。
そして、開催宣言！元号が令和になってか
らはじめての松濤祭
第５７回 松濤祭
Ｈｉｓｔｏｒｙ
～われらが刻む松代の新たなら歴史～
の開幕です！
開催宣言

ミュージック部

オープニングムービーは、全校生徒の笑顔
が沢山詰まった作品に仕上がっていました。
また、前夜祭では各クラスや部活動が、ダ
ンスやユニークな演出を交えながら、自分た
ちの展示や実演の発表時間、模擬店のＰＲを

オープニング movie

各団体のＰＲ

おこないました。
７月６日（土）～７日（日）

【松濤祭 一般公開】
２日間一般公開をおこない、多くの方にご
受付の様子１

受付の様子２

美術展

書道展

来場いただきました。

美術部や書道部、合唱部、吹奏楽部、茶道部
など文化部をはじめ、各クラスのテーマにも
とづいた実演や展示発表、模擬店など、様々
な準備をしてお客様をお迎えいたしました。
植木屋（販売実習）

駄菓子屋（販売実習）
１年生は植木屋、駄菓子屋、八百屋、縁日、
お化け屋敷です。１組から３組までは商業科
の販売実習も含めて実施しました。

八百屋（販売実習）
松代通信 TOP へ戻る
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縁 日
２年生は１クラスが食堂、他の４クラスは修
学旅行の事前学習も含め沖縄展をおこない
ました。同じ沖縄展のなかでも、各クラス設
定したテーマによってしっかりと違いがで

沖縄展１

沖縄展２

沖縄展３

沖縄展４

沖縄展５

沖縄展６

ていました。

食

堂

食堂受付

お蔭様で大好評！13:00 前に完売しました
３年生は中庭を中心に模擬店を出店しまし
た。販売した商品は、焼きそば、焼き鳥、ポ
テト、タピオカジュース、フランクフルトと
かき氷です。

焼きそば

ポテト

タピオカ１

松高市場
松代通信 TOP へ戻る

焼き鳥

フランクフルト

タピオカ２

PTA 綿あめ
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【体育祭】
７日の一般公開終了後に体育祭をおこない
ました。熱中症対策も万全に考えながら、ク
ラス対抗の綱引きです。
体育祭１

体育祭２
白熱した試合の結果
１位 ２年１組
２位 ２年５組
３位 ２年３組

体育祭３

でした

体育祭４
【後夜祭】
松濤祭、最後の企画は後夜祭です。後夜祭は
自由参加ですが、多くの生徒の参加と見学が
あり大変盛り上がっていました。

後夜祭 ジェンカで大盛り上がり！

沢山の見学者も！

松代 火の番人

19:30 打ち上げ花火で終了となりました

地域の皆様のご理解とご協力、同窓会・Ｐ
ＴＡの皆様のご協力、ご来賓の皆様をはじ
め、全てのご来場の皆様のご協力をいただ
き、本年度の松濤祭は無事に終了いたしまし
た。生徒達は、文化祭での成功面と反省面の
両面を大切にしながら、より一層成長してく
れるものと期待しております。今後とも松代
高校教育活動へのご理解とご支援を賜れま
すようお願いいたします。
ご来場、誠にありがとうございました。
松代通信 TOP へ戻る
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６月２７日【野球部・簿記部 壮行会】
いよいよ全国高校野球選手権長野大会が近づ
いてきました。本校は予定通りいくと、7/10（水）
14：00 から松本市野球場で１回戦に臨みます。
一つひとつ勝利を積み重ね、目指させ甲子園！
また、6/15（土）の長野県商業総合競技大会
にて、簿記部の小野くんが個人部門で全国大会
出場を決めました。全国大会は 7/21（日）兵庫
県でおこなわれます。全国の舞台でも、実力を
出し切れるよう頑張ってください。
６月１２日
【進路研修の日】
今日は学年ごと、進路に関わる講演会や説明
会に参加しました。
１年生は、午前の部と午後の部に分けて、２
つの講演会を実施しました。
午後はマインドマップ「好きなもの」を作成
することで、自己理解を深め、進路につなげて
いけるようワークショップ形式で学んでいまし
た。
２年生は、午前中修学旅行の事前学習も含め
平和学習で松代大本営を見学してきました。
午後は、大学・短大・専門学校への進学希望
者、就職希望者（民間・公務員）、さらに進学は
系統・分野別にわかれて説明をききました。
３年生は、メルパルク長野にいき、進学希望、
就職希望別に分かれ、面接指導・ガイダンスを
受けたり、実際に模擬面接などを体験しました。
また、集団面接力を上げるグループワークもお
こないました。進路実現に繋げていきましょう。
６月１０日～２１日
【読書旬間】
６月１０日から２１日まで読書旬間です。毎
日のショートホームルームの後、１０分間読書
を行います。
この期間を通して本を好きになったり、好き
な本に出合ったり、本などを読む習慣が身につ
いてくれるといいなと思います。
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６月４日
【春季クラスマッチ・北信越大会壮行会】
天候に恵まれ、春季クラスマッチが開催され
ました。逆に天候が良すぎて熱中症が心配され
る中でしたが、
「バドミントン・バレーボール、
卓球、ソフトボール」に各クラス団結して臨み
熱戦を繰り広げました。勝ちたい！という真剣
な取り組みの中にも、クラスマッチならではの
沢山の笑いと楽しい雰囲気がありました。
総合優勝は３年５組でした。おめでとう！

（写真下）
北信越大会の壮行会の様子です。県大会を勝ち
抜き、北信越大会に参加するクラブは、柔道部、
陸上部、少林寺拳法 です。県の代表として誇
りを持って頑張ってきてください。
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５月２４日
【同窓会の方と植樹】
同窓会の方から桜（江戸彼岸桜）の苗木を
７本寄贈していただきました。
本日、生徒会の代表者と同窓会の方が協力
して中庭などに植樹をおこないました。きれ
いに開花する日が楽しみです。

５月２４日
【校風確立週間】
先月に続き、今月も一週間、朝職員が校門
に立ち、挨拶運動、駐輪指導、遅刻・制服指
導をおこない更なる校風の確立を目指して
呼びかけをおこないました。本日はその最終
日です。今後も挨拶や制服の着こなし、交通
マナーを充実させていきましょう。

５月２３日
【県大会壮行会】
本日、長野県高等学校総合体育大会の壮行
会が行われました。県大会に出場するクラブ
は、柔道部、剣道部、テニス部、陸上部、少
林寺拳法 です。松代高校の看板を背負い、
また北信地区の代表として誇りをもち、精一
杯戦ってきてください。
県大会も、頑張れ松高選手団！！
５月２１日
【職員研修 基礎学力診断テスト】
中間考査２日目の午後の時間を利用し、進
路主任の佐藤先生を中心に職員研修会が行
われました。内容は文科省から本年度以降必
ず実施するよう指示されている「学びの基礎
診断」についてです。講師の方ら本校の実態
分析の結果や PDCA サイクルの取り組みに
より教育課程の編成と改善に繋げるための
運用方法についてお話しいただきました。
松代通信 TOP へ戻る
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５月１８日
【公開授業・ＰＴＡ総会・講演会】
本日、公開授業とＰＴＡ総会をおこないま
した。午前中の公開授業には、多くの中学生
と保護者の方々がご来校くださり、興味深い
眼差しで参観してくださいました。
続いて、午後はＰＴＡ総会、講演会、学年・
学級ＰＴＡがおこなわれました。

総会では、平成 30 年度事業報告、会計報
告、令和元年度の予算案や事業計画案など、
計 10 件の議題が承認されました。
役員・会員の皆様お疲れ様でした。

講演会では、
「子どもとのコミュニケーシ
ョンを考える」という演題で、信州大学教授
上村 恵津子 様にご講演をいただきました。
思春期の子どもの心の成長を支えるために
必要となる、思春期の特徴や子どもの特徴を
理解することの大切さ、反抗期の段階と共通
点・自己理解への支援方法などについてわか
りやすくお話しいただき、今後に生かせる内
容を沢山持ち帰っていただくことができた
と思います。
こちらは、本校生徒が開発した商品
「松高カレー デラックス」です。総会の合
間に販売をさせていただきました。今後、文
化祭（７月）、デパートサミット（８月 松
本井上百貨店）などでも販売をおこないま
す。ぜひお買い求めください。
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５月９日
【開校記念講演会】
青木辰子様を講師としてお招きし、
「夢をあきらめない」という演題で講演をし
ていただきました。スポーツの技術や能力に
限らず、全ての物事において「考え方の習慣
の大切さ」を中心に、物事を良い方向に進め
ていくためのお話しを、ご自身の経験談を交
えながら、熱く語っていただきました。
５月８日
【春季生徒総会】
本日、生徒総会が行われました。昨年度の
生徒会予算決算報告、本年度生徒会予算案、
各委員会の年間活動報告などの議事があり
ましたが、無事に全ての議事が承認されまし
た。

４月２６日
【北信総体 壮行会】
本日、北信高等学校総合体育大会の壮行会
が行われました。
多くの３年生は敗退すると最後の大会と
なってしまいます。県大会出場の切符を目指
して、悔いが残らないよう同学年、１・２年
生と力を合わせ、これまでの練習の成果を十
分発揮してきてください。
頑張れ松高選手団！！
４月２５日
【交通安全教室・スマホ講習会】
本日、２・３年生は交通安全教室、１年生
はスマホ利用に関する講習会が行われまし
た。
交通安全教室では、松代署より警察の方を講
師としてお招きし、事故の起こりやすい場面
や遭遇した場合の対処方法などを教えてい
ただきました。是非ルールを守って安全な通
学に心がけてください。
松代通信 TOP へ戻る
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スマホ講習会では、使用時間を決めて使用
するなど、ルールを決めて使用することの大
切や、ＳＮＳの便利さの裏側にある危険性の
部分、被害者・加害者とならないための大切
なお話しをいただきました。講習会や日頃か
ら注意喚起をしている中でも完全にトラブ
ルが消えない状況もありますが、これを機会
に是非正しい使用方法を身につけていきま
しょう。
４月１２日
【朝の挨拶運動・駐輪・遅刻・制服指導】
今週は朝職員が校門に立ち、挨拶運動、駐
輪指導、遅刻・制服指導をおこなってきまし
た。本日は、その最終日です。自ら大きな声
で挨拶してくれる生徒や、元気に挨拶を返し
てくれる生徒も多く気持ちの良い一日のス
タートです。今後も挨拶や制服の着こなし、
交通マナーを充実させていきましょう。
４月１０日
【対面式・新入生歓迎会】
対面式・新入生歓迎会が行われました。
生徒会長より歓迎の言葉や、執行部による行
事の紹介、２・３年生による校歌披露、各部
活動より実演やダンスを交えた活動紹介な
どがありました。スムーズな進行で素晴らし
い歓迎会となりました。
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４月５日
【入学式】晴れました！
本日は入学式です。
晴天の中、全日制１９５名（普通科８０名
商業科１１５名）の新入生を、来賓、教職員
そして保護者の皆様と共に祝うことができ
ました。充実した高校生活となるよう、しっ
かりと学業、部活動、生徒活動等に主体性を
もって参加し頑張っていきましょう。
（写真下は）新担任団の先生方です。
ベテランの先生から若手の先生まで５名で
新たな学年のスタートです。心なしか、緊張
している様にも見えますね．．．
新学年スタートおめでとうございます。

４月４日
【新任式・１学期始業式】
本日、新任式と１学期の始業式がおこなわ
れました。
新任式では、松村校長先生から１３名の先
生方をご紹介いただきました。
新任職員を代表して近藤先生よりご挨拶
をいただきました。早く学校に慣れていただ
きご活躍いただけることを在校生、職員とも
祈っております。宜しくお願いいたします。
始業式では
松村校長先生から、新元号「令和」に込めら
れた意味や、「皆さんにとって良い学校とは
どんな学校だろうか？それは生徒の皆さん
一人ひとりが意識し、築き上げていくもので
ある」といった内容のお話しをいただきまし
た。是非充実した 1 学期、そして今年度とな
るよう、一人ひとりが松高生としての自覚と
誇りを持ち、充実した学校生活を送っていき
ましょう。
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