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１ 学校教育目標

「ふれあい 思いやり 正しい行動」

・よく考え正しく行動できる人になろう
・思いやりのある健康な人になろう
・進んで地域に貢献できる人になろう

２ 学校経営方針

○地域・保護者・生徒から信頼される学校づくりに努める。

・質の高い授業を実施する。

・支援教育の充実を図る。

・温かい人間関係を構築し、支えあい、学びあいができる風土をつくる。

・生徒の自己に向き合う力（自己認知・耐性）の育成を図る。

・職員の組織力を高め、統一歩調で共通指導ができるようにする。

３ 教育課程
年間授業時数

この表は平成２７年度のものです。

教科 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 道徳 特活 総合 合計
１年 140 105 140 105 45 45 105 70 140 35 35 50 1015
２年 140 105 105 140 35 35 105 70 140 35 35 70 1015
３年 105 140 140 140 35 35 105 35 140 35 35 70 1015

時間割のパターン（例）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 授業時間割は曜日固定ではなく
１ ○ ○ ○ ○ ○ ローテーション制を取っています。
２ ○ ○ ○ ○ ○
３ ○ ○ ○ ○ ○
４ ○ ○ ○ ○ ○
５ 総合 ○ ○ ○ ○
６ 総合 ○ 道徳 学活

４ 日課表

６校時 ５校時
朝学活/読書 ８：３０～ ８：４５ 朝学活/読書 ８：３０～ ８：４５

１ ８：５０～ ９：４０ １ ８：５０～ ９：４０
２ ９：５０～１０：４０ ２ ９：５０～１０：４０
３ １０：５０～１１：４０ ３ １０：５０～１１：４０
４ １１：５０～１２：４０ ４ １１：５０～１２：４０
昼食 １２：４５～１３：０５ 昼食 １２：４５～１３：０５
昼休み １３：０５～１３：２５ 昼休み １３：０５～１３：２５
５ １３：３０～１４：２０ ５ １３：３０～１４：２０
６ １４：３０～１５：２０ 清掃 １４：２０～１４：３５
清掃 １５：２０～１５：３５ 帰りの学活 １４：４０～１４：５０

帰りの学活 １５：４０～１５：５０

最終下校時刻
４月 ６：００ １０月 ５：３０ ３月 ６：００

５月～８月 ６：３０ １１月～１月 ５：００
９月 ６：００ ２月 ５：３０
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５ 主な年間行事 （平成２８年度予定）

４月 着任式 始業式 入学式 対面式 ９月 開校記念日
離任式 部活紹介 前期期末試験 １年地区マップ作り
身体計測 体力テスト 生徒会役員選挙
授業参観・懇談会 １０月 前期終業式 秋季休業 後期始業式
ＰＴＡ総会 部活動懇談会 個別面談
１年遠足 家庭訪問 １１月 合唱大会 地域ふれあいの日

５月 引き取り訓練 体育大会 ２年職場体験学習
３年修学旅行 ２年野外教室 １２月 後期中間試験

６月 自治会交流会 前期中間試験 授業参観・懇談会
土曜日授業参観・懇談会 冬季休業

７月 壮行会 地区総体 １月 新入生保護者説明会
学年懇談会 ２月 新入生学校紹介 後期期末試験
夏季休業 ３月 卒業証書授与式 修了式

８月 全校登校日 部活動懇談会

６ 中学校の生活について

新入生の皆さんが、まず初めに小学校との違いを感じるのは、担任の先生やクラスの仲
間を中心とした人間関係から、教科によって変わる先生や部活動などを通して、関わる先
輩たちとの出会いです。人間関係の幅が広くなり、学年や学校中心の活動が多くなります。
集団生活を送る上では「きまり」が必要です。松浪中学校では学校生活全体を考え、必

要最小限の「きまり」を決め指導しています。ご理解とご協力をお願いします。

［生活全般］
・みんなに『気持ちのよいあいさつ』をしましょう。（友達に・先生に・お客様に）
・言葉づかいにけじめをつけましょう。
・先生が話すときや友達が話すときなど、きちんと話を聴ける姿勢や態度を身につけまし
ょう。松浪中学校では、「あたたかく聴く、話す、反応する」ことを心がけています。

［登下校］
・８時２５分までに教室に入り、８時３０分から朝学活や朝読が行えるようにしましょう。
（部活動の朝練があった人も同様です）

・遅刻をして登校したときは、必ず職員室に寄って報告をしてください。
・早退する場合は、学校からご家庭に連絡をしてから下校します。帰宅したら、必ず学校
へ連絡をしてください。
・部活動で再登校をする時や忘れ物をした場合でも、私服や自転車での登校は禁止です。

［昼食］
・お弁当を持たせてください。（希望者には牛乳給食を実施しています。）
登校前に弁当を購入してくることはできますが、登校後に校外に出て購入することはで
きません。

・水筒を持ってきてもよいことになっています。中身についてはご家庭でご判断ください。
ビン、缶、紙パック、ペットボトル等の持ち込みはできません。

［服装・身だしなみ］
・登下校は基本的には基準服で行い、校章をつけることになっています。部活動後の下校
時や行事がある時などはジャージで下校することもあります。

・登校後の時間は、Ｔシャツ（長・短）やジャージで生活できます。Ｔシャツのすそはジ
ャージの中に入れましょう。

・男女とも学校生活に適した清潔な髪型に心がけてください。
・冬季には防寒着を着てくることができます。マフラーや手袋は派手でないもの、コート
類は通学に適するものと指導しています。基準服の下にはセーターやトレーナー（白、
黒、紺、灰、茶、深緑）を着用してもよいことになっています。ただし、着こなしに注
意し、基準服の下から出てしまうようなサイズのものは避けてください。また、ワイシ
ャツやブラウスは必ず着用することになっています。

・靴下は白のワンポイントのものにし、上履きのかかとをつぶして履かないようにしまし
ょう。
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［所持品］
・学校生活に不要なものは一切学校に持ってこないことになっています。（学校生活に不
必要なもの：ゲーム類・トランプ類・菓子類・刃物類など）

・時計については教室に設置されていますので必要ありません。
・スマートフォン、携帯電話等の学校内への持ち込みを禁止しています。
・教科書類は原則持ち帰りです。学校に置いて帰ってもよいものは、教科や担任の先生の
指示に従ってください。教科書や道具類などを貸し借りはしないようにしています。

・傘には、はっきりと名前を書き、忘れずに持ち帰りましょう。

［諸届け］
・欠席、遅刻、早退、保健体育の見学等は生徒手帳の諸届け欄に保護者が記入し、学級担
任または教科担当に届けてください。

・欠席、遅刻についての連絡は電話でも受け付けます。朝は担任が教室に行ってしまうた
め、できるだけ８：００～８：２０の間に保護者から直接連絡をお願いします。

７ 部活動

平成２７年度は次の部活動が開設されています。次年度は諸条件により変更することも
あります。

文化部…吹奏楽部 美術部 茶華道部

運動部…野球部・サッカー部・男女バスケットボール部・女子バレーボール部
卓球部・陸上競技部・男女ソフトテニス部

８ 入学までの準備

［基準服等］
◇基準服

男子 黒の全国標準学生服（上下）
女子 松浪中学校指定基準服

上…紺ダブルブレザー 下…紺ジャンパースカートまたは吊りスカート

○ワイシャツ
白色の男女学生用（ボタンダウン、開襟、デザインの凝ったものは除く）できるだけ

しわになりにくいものをご用意ください。

○ブラウス
白色の女子学生用（丸襟、角襟のどちらも可。ボタンダウン、開襟、デザインの凝っ

たものは除く）できるだけしわになりにくいものをご用意ください。

○靴下
白色（ワンポイント、ワンラインまで可。ハイソックスも可）

◇校章
男女とも左襟に校章を付けます。（名札は付けません。）

［体操服］
◇男女兼用ジャージ上下

◇男女兼用ハーフパンツ

○半袖体操服
市販の白Ｔシャツ（ワンポイントまで）を用意してください。ノースリーブやフレン

チスリーブのものは不適です。
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［靴］
○通学用の靴

体育の授業でも使用しますので、ひも付きの運動靴を用意してください。ただし、カ
ジュアルシューズ、デッキシューズ、ハイカットシューズの類は運動に向かないので不
可とします。

○校舎用上履き
市販のスクールフロアシューズを用意してください。平成２８年度入学生の学年色は
『緑色』です。上履きの裏の色が校舎内廊下の床についてしまうため、靴裏が
白い物をできるだけご購入いただけるようご協力ください。
また、つま先とかかとに氏名を書いてください。

◇体育館履き
１学年共通で、白地にネイビー（紺）ライン
商品「日本教育シューズ協議会」株式会社マルク製
かかとの部分に氏名を書いてください。

［カバン］
○ 通学に適するもの。ただし、紙袋・ポシェット等は不可です。原則として、登校時の
カバンは１つになるように指導していますが、入りきらない場合には２つになっても構
いません。

［ヘルメット］
○ 小学校で使用しているものをそのまま持たせてください。

※「◇印」の本校指定の基準服・体操服・体育館履き等は、別添一覧の取扱店で購入でき
ます。
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９ 諸経費

松浪中学校では、諸経費の納入について「湘南信用金庫の口座」を通しての振り込みを
お願いしています。入学までに湘南信用金庫に普通預金の口座を開設してください。本店
支店いずれでも結構です。すでにお持ちの方はそのままお使いになれます。
＊取り扱い：湘南信用金庫小和田支店 ８２－４１８７
振り込みは原則各月７日、引き落としが不能だった場合は毎月２０日に再引き落としし

ます。さらに、引き落としが不能だった場合は翌月２ヶ月分が引き落としされます。口座
の残金にご注意ください。また、預金不足により振り替えができなかった場合には学校か
ら担任を通して連絡します。

参考 平成２７年度 第１学年諸経費予定額
生徒会費 １,８００円
（牛乳費） （５,１１３円）
ＰＴＡ会費 ２,４００円
教材、行事費など学年諸費 ２３,５４７円

年額合計 ２７,７４７円
（３２,８６０円）

学年始めにその年の学年ごとの諸経費予定額と月別集金金額内訳をお知らせします。
５月～１１月の７回に分けて引き落としする予定です。（遠足費用の関係で５月は多くな
ります）
１学年諸経費月別集金額内訳

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 合計
学年諸費 4,647 900 4,200 4,200 1,200 4,200 4,200 23,547
PTA会費 2,400 2,400
生徒会費 900 900 1,800
(牛乳費) (2,113) (3,000) (5,113)
月額 5,547 4,200 4,200 4,200 1,200 4,200 4,200 27,747

(7,660) (4,200) (32,860)

１０ 入学式

日時…平成２８年４月５日（火） 午後１時～受付 午後１時３０分開式
場所…松浪中学校体育館
服装…基準服
その他持参するもの
就学通知書（確認後お返しします）
上履き 体育館履き 筆記用具
振り込み依頼書（本日の説明会で用紙配付）
保護者の方も上履きをご持参ください。

当日の流れ
１ 生徒は保護者と共に登校し、正門でクラス発表用紙を受け取り、体育館入口で受

付をしてください。
２ 受付がすみましたら、体育館の椅子にクラスごと整列し着席してください。（新

入生はステージ側・保護者は入口側）
３ 入学式はおよそ３０分間を予定しています。
４ 入学式終了後、新入生は教室へ移動し、担任からの話を聞きます。保護者の方は

ＰＴＡ活動の説明を受けた後、教室へ移動し参観していただきます。
５ 午後３時１０分頃の下校を予定しています。


