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欠席の連絡は、8：00～8：15 の間にお願いします。

《日大三島をカラフルに染め上げよう》
新入生の皆さん、保護者の皆様、ご入学おめでとう
ございます。新入生の皆さんを日本大学三島高等学校
の第６１期生として迎えられることを、私たち教職員
一同、本当に嬉しく思います。高校２年生・３年生の
先輩方も皆さんのご入学を心待ちにしていました。こ
れからの３年間、新入生の皆さんが安心して日々楽し
く高校生活を送れるよう、私たち教職員、そして先輩
方が日々見守り、そして全力で応援していきます。
着慣れない制服、広過ぎる校舎、見知らぬクラスメ
ート……何もかもが目新しく、そして何となく落ち着
かない。新入生の皆さんは、今、きっとそんな気持ち
だと思います。お子様の様子を間近でご覧になられて
いる保護者の皆様も、同様かと思います。そんな新入
生の皆さんの姿は、１５年前に本校に赴任した私自身
と被ります。都内の別の付属校から本校への移動が決
まった際には、果たしてどんな学校なのだろうとさす
がに気になりました。
しかし、そんな心配は全くの杞憂、拍子抜けするほど
あっという間にこの学校に馴染んでしまいます。同僚の
先生方は親切、学校の雰囲気はアットホーム、そして、
何より生徒一人ひとりが穏やか。教室、廊下、グランド、
食堂。どこにいても生徒の笑い声が聞こえてきます。そ
んな学校ですから、今は緊張で肩が凝ってしまっている
皆さんも、次第にリラックスして本来の個性を発揮でき
るようになるはずです。そう、皆さんが安心して自分の
個性を発揮できる環境、それが本校にはあります。
人づきあいが上手な人ばかり……ではないですよね。
また、周囲に合わせようとするあまり、自分の言いた
い事もぐっと我慢して表面上ニコニコしてきた経験の
ある人、きっといるはずです。確かに、空気を読むこ
とで無用なトラブルを避けることができます。これは
集団生活を送る上で不可欠なスキルの一つです。
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行事内容
入学式
始業式・対面式
ｸﾗｽ写真撮影・部勧誘
健康診断（1～9 組）
図書ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（11～20 組）
インターネット利用マナー講座
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健康診断（10～20 組）
図書ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（1～10 組）
交通安全教室
スタディーサポート
学年集会・委員任命式
委員会結成
制服着用講座
NU-mail 設定(1～8 組)
週番講習会
桜陵祭実行委員会結成
NU-mail 設定(9～20 組)
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宿泊研修(～27 日)
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《 １学年所属教員の紹介 》
学年主任：永田 泰大
1 組：田中 浩章
12 組：木下 拓史
2 組：越智 宏之
12 組副：遠藤 貴子
3 組：志村 佳紀
13 組：高村 昭寿
でも、周囲に気を遣うあまり自分の個性を押しつぶ
4 組：西原 拓朗
14 組：佐々木 俊哉
してしまっては元も子もない。第 61 期生のスロー
5 組：萩庭 祐樹
15 組：瀧上 雅彦
6 組：作田 陽子
16 組：長谷川 淳
ガンは「批判力」。ちょっとした世間の常識や自分
7 組：澤 未来
17 組：神尾 誠也
自身の凝り固まった価値観に「ちょっと待った！」と
疑問を投げかける冴えた分析力とちょっとした勇気。
8 組：河野 聡
18 組：佐々木 翔
これが批判力です。皆さんが批判力を存分に駆使する、
9 組：齋藤 加奈
19 組：都築 眞亜子
これはそのまま皆さんの個性の発揮に他なりません。
10 組：中村 たか江
20 組：鈴木 芳典
この日大三島を、これからの３年間をかけ皆さんの手
11 組：後藤 義典
で個性あふれる色彩で染め上げてください。
学年付：菊池 恒夫、渡邉 鮎子
以上 23 名の教員の座席が 1 年職員室（A 棟
今、私の心は期待でいっぱいです。
3 階）にあります。
第１学年主任 永田 泰大

《 １日の生活の流れ 》
8：25 ＳＨＲ（出欠点検・諸連絡など）
自転車通学をする生徒は、8：15までに校門
を通過できるよう余裕をもたせてください。
8：40～12：30 授業（１～４時間目）
授業時間は50分です。準備や移動のために
各10分の休み時間があります。
12：30～13：10 昼休み
お弁当を持参する生徒が多いですが、購買や桜
アリーナ１階の食堂を利用することも可能です。
13：15～ 授業
6時間目の時は15：05、7時間目の時は16：05
に終わります。ＳＨＲ終了後に下校。以後は部活
動（任意参加）の時間です。
《 始業式・対面式・部勧誘 》
始業式では中学・高校の全生徒が一同に集い、決
意も新たに新年度を迎えます。
対面式では１年生全員で 2・3 年生の先輩方に挨
拶をし、共に日大三島を盛り立てていく約束をしま
す。
部勧誘では各部の代表が活動内容等を説明しま
す。部活動に所属することで、勉強だけでは得られ
ない大切なものを得ることができます。また、３年
間部活動に励んだ生徒は、大学受験でも大いに飛躍
する傾向にあります。貴重な３年間、ぜひ何かの部
に入ることをお勧めします。
《 スタディーサポート 》
現在の学力の状況や学習習慣をチェックするテ
スト（国・数・英の 3 教科）です。中学卒業までに
身につけた実力を測り、将来希望する進路をかなえ
るために、今後取り組むべきことが分かります。第
1 回オリエンテーションで配布された「スタディー
チャージ（練習問題集）
」を必ず事前に学習して臨
むようにしてください。

《 基礎学力到達度テスト 》
全国の日本大学付属高等学校等の生徒を対象と
した一斉のテストです。中学校の総復習となる内容
で、国語・英語・数学の３教科 60 分で行います。
２・３年生の春と３年生の秋に実施される計３回
の基礎学力到達度テストの結果が選考の材料とな
ります。学習は日々の積み重ねですので、今回のテ
ストから十分な準備をして臨むよう、ご家庭でもご
指導をお願いいたします。
《 iPad 設定講習 》
本校では、21 世紀のグローバル社会に対応できる
人材の育成を目標に掲げています。自ら率先して学
習や行動するために iPad は大変有効です。
そして、
活用だけでなく情報モラル・リテラシーについても
学習していきます。
《 宿泊研修 》
熱海市のホテル大野屋に１泊し、高校生活におけ
る学習・生活両面の基本事項を身につけ、さらにク
ラスおよび学年全体の親睦を図ります。新しい友人
たちとの距離を一気に縮め、各自の目的に向かって
将来を語り合う機会にしたいと思います。詳細は、
後日家庭通知いたします。

【事務課からのお知らせ】
◎高等学校等就学支援金について
高等学校の授業料支援として、市町村が発行する
「課税証明書」の「市町村民税所得割額」が、304,200
円（世帯年収 910 万円程度）未満の世帯に「就学支援
金」が支給されます。1 年生は 4 月と 6 月の 2 回申請
を行う必要があります。本制度に該当している場合は、
後日授業料を返金（１月下旬を予定）する形で支給す
ることになります。詳細については後日、担任を通じ
てお子様にご案内いたします。

《 健康診断 》
尿検査・Ｘ線撮影・心電図・貧血検査をはじめ、
医師による検査も行われます。なお、アレルギー・
既往症・慢性病および現在病気治療中の場合は、既
定の調査用紙でご報告ください。

◎高等学校授業料減免制度について
静岡県では、経済的な理由などにより就学困難な状
況にある家庭（原則：母子・父子家庭、就学支援金加
算支給該当者等）を対象とした授業料減免制度があり、
就学支援金に加え、さらに授業料が補助されます。詳
細については後日、担任を通じてお子様にご案内いた
します。（７月配付予定）

《 図書ガイダンス 》
読書は心を豊かにし、確かな「言葉の力」を育て
ます。本校図書室では、様々なジャンルの充実した
書籍が利用できる環境にあります。 正しい図書室
の利用法と読書に対する啓蒙を進めるため、図書ガ
イダンスを行います。

◎奨学金について
「静岡県高等学校教育資金」・「神奈川県高等学校
奨学金」等の貸与申し込みを受け付けいたします。詳
細については後日、担任を通じてお子様にご案内いた
します。（４月上旬に通知予定）

