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第２７期生入学！
4月7日第27回入学式が行われ、
278名の新入生を迎えました。勉
強に部活に頑張りましょう！

どきどき
の発表

新入生宿泊オリエンテーション
4月21,22日１年生は、愛川で合宿。ｸ
ﾗｽづくりと高校生活について研修。
雨に降られたものの、大きな成果が
得られたようです。特に、ミュージ
シャンとのコラボでは、最初は戸惑
っていましたが徐々に入り込めてき
たように思います。そして、沢山の
メッセージをいただきました。
☆柴田知美さん 自分に正直に生きよう！自分にうそをつかない！
☆Precious 一生懸命やろう！行きよう！ありがとう、おかぁさん。
☆エミリー (キーボード) ・・・・
☆リムジン みんなで力を合わせ、協力して創っている。友達・家族、
必ず力になる。いっしょに夢に向かって頑張ろう！
☆BigBangTheory 家族や友達とのコミュニケーションが大事。出会い
を大切にしよう！
前夜の仕事から休む間もなく駆けつけて、素晴らしい歌『ジョイフル
ジョイフル』（柴田）『あんたの背中』（Precious）他、そしてメッセージを
本当にありがとうございました。感謝！！

入学前
講座

5.11,生徒総会
生徒総会が開催され、決算･予
算、文化祭･体育祭実行委員長
などの紹介・挨拶。また、体
育祭の色別の団旗が校長から
団長に渡され、志気を高めま
した。文化祭・体育祭はもち
ろん日々の部活など、生徒会
は皆さんの課外活動の核、み
んなで盛り上げましょう！

バド部、男女そろって2年連続関東大会へ！
３月 山梨オープン高校バドミントン大会参加
岡山オープンバドミントン大会参加
４月 関東高等学校バドミントン選手権大会
男子 川崎地区予選 学校対抗 第３位
神奈川県予選
同
第５位
関東大会本戦出場！！（６月５日～７日 群馬県 ぐんまアリーナ）
女子 川崎地区予選 学校対抗 第４位
神奈川県予選
同
第５位
関東大会本戦出場！！（６月５日～７日 群馬県 ぐんまアリーナ）
５月 インターハイ予選
男子 川崎地区予選 個人シングルス 第１０位 女子 川崎地区予選 個人シングルス 第５位
神奈川県予選
同
ベスト１６
同
個人ダブルス
第５位
川崎地区予選 個人ダブルス ベスト１６
神奈川県予選 個人ダブルス ベスト１６
同
学校対抗(5/10現在)ベスト８
神奈川県予選 学校対抗(5/9現在) ベスト８
準々決勝以降の試合は男女とも６月１４日 寒川町総合体育館

新入部員を選手・マネージャー合わせて１８名を迎え、総勢４０名で活動中！！
中学校時代にバドミントンをやっていた諸君、菅高校バドミントン部は決して厳しくないよ… 今からでも始
めてみないか！ 中学校時代にバドミントンをやっていなかった諸君、顧問自身も高校からバドミントンを始
めました。一緒にやってみないか！
『何苦礎』『胆力』の部旗の下、菅高校バドミントン部は他の部活動と同じように日々頑張ってます！
サッカー
練習試合
土浦遠征
関東県予選4/11
3/26(日)国学院高校
3/27()取手第一高校
２次予選●１－２大和
3/31(土)新羽高校
土浦湖北高校
高校総体県予選5/3,5
4/2(日)FC栗の木
3/28()取手松陽高校
１回戦○２－０鶴見
4/4(土)生田高校
牛久栄進高校
２回戦●０－２日大藤沢
4/26(土)上溝高校
3/29()竹園高校
全国康応サッカー選手権予選7/19～
4/29(日)高津高校
中央高校
地域連携 ・地域清掃もしています
5/31(土)大船高校
・川崎Ｆフロンターレボールパーソン、Ｊリーグ、ＡＣＬ、ナビスコ、天皇杯など
関東大会地区予選
バスケットボール 男子30名，女子7名，マネージャー2名の計39名と、昨
男子●７６－８９百合丘
年度から部員が増え、活発に活動しています。先日行われたＩＨ予選では
女子●５０－７３百合丘
惜しくも敗退し、3年生は引退となりましたが、ここ数年のチームの流れ
高校総体県大会ブロック予選
を断ち切らないよう、日々の練習を大切にしています。男女とも勝ち星に
男子●７３－９２相模大野
恵まれない試合続いていますが、もう一度基礎練習に立ち戻り、力をつけ
女子●５８－９６淵野辺
ているところです。
テニス
○川崎地区高校団体トーナメント大会（3月29･30日、48チーム参加）
菅高Ａ（綾辺・藤廣・田中亮・熊谷健） 準優勝
菅高Ｂ（伊藤・上薗・熊谷卓・原）
ベスト８
昨年度はベスト４すべてを桐光学園が独占だったが、今年度は
ベスト４に菅高以外に県立川崎が入るなど、公立校のがんばりが目立ちました。
○神奈川県高校テニス大会（関東予選、４月２６日～）
シングルス（男子：伊藤、藤廣、綾辺、 女子：鮫島）
ダブルス（男子：伊藤・原、田中良・飯沼、綾辺・田中亮、 女子：片山・鮫島）
各校トップ３が出場できるこの大会はとてもレベルが高い。シングルスでは綾辺が３回戦まで駒を進める。
ダブルスでは伊藤・原が３回戦、綾辺・田中亮が４回戦まで勝ち上がるが惜しくも慶応高校に敗れる。ここ
で勝てばブッロク優勝であった。
○神奈川県高校テニス大会団体（関東予選団体、５月１０日～）
３年生の引退試合。菅高は３年生 綾辺、藤廣、田中亮、伊藤、上薗、２年生熊谷卓の６名でエントリー。
菅高は１回戦目はシード、２回戦は元石川高校と当たり、３－０と勝ち上がり、３回戦は生田高校。１ヶ月前
の練習試合では菅が優勢であったが、競り負けてしまう。ここで勝てば、県ベスト３２だが願いかなわず。本
当に残念な結果に終わる。昨年のチームも３回戦で涙を飲み、県ベスト３２突破が当面の目標です。
野球部 現在野球部は7月から始まる夏の大会に向けて
練習に励んでいます。部員全員できめた「夏４勝」とい
う目標に向かって、平日は練習、土日は主に練習試合を
行い、チーム力の向上を図っています。４月以降から１
年生も加わり、チームの雰囲気も良くなってきています
ので、これからもさらに頑張っていきたいと思います。
部員は随時募集していますので、やる気のある生徒は気
軽に顧問（田中先生）まで来てください。

卓球部
頑張ってますよ！以下戦績です。
4/18 関東大会地区予選
Ｃﾌﾞﾛｯｸ ○３－１住吉， ○３－２桐光
●１－３法政二
敗者復活 ○３－２県川工，●１－３多摩
5/23 高校総体県予選
男子ダブルス
●２－３三浦
男子シングルス ●０－３鶴見

女子バレーボール部
公式戦 2月8日川崎第二大会（会場橘）２回戦 ○２－１生田東，準決勝 ●０－２百
合丘，５位決定 ○２－１川崎北 4月19日川崎春季大会（会場菅）２回戦●０－２橘
４月２９日関東大会地区予選（会場カリタス）２回戦●１－２高津
現在３年生３人、２年生４人、１年生５人の１２人で活動。高校総体は６月
１４日相原高校で、元石川―川和の勝者と対戦します！ 練習試合も県外の
チームと行い、確実にプレーは上達している。しかし、良いときと悪いとき
の差があり、安定感にかけるため、勝てる試合を落としている。自分たちで
よい雰囲気を作り、甘さを克服できるか、高校総体予選は３年生にとって最
後の試合で今までの練習の成果を見せて、後輩につなげてほしい。
華道部
3月、SOL｢星ヶ丘｣(学
柔道部 新入生が５名入部し、２年生４名、３年生２名の合計11名で、
校の隣の老人ホーム)で活動しま
３年生を中心に稽古に励んでいます。現在は、６月に行われる市民大会、
した。おじいさん、おばあさん達
全国大会県予選会（団体戦）をめざして頑張っているところです。
にとって高校生に接するのは想像
以上に刺激的なことの様です。4
茶道部 一階作法室（調理室奥）
ソフトテニス 頑張ってます！
月、入学式にあわせて新入生歓迎
にて、毎週金曜日に活動していま
4/29 関東大会予選（団体）
の花を制作しました。学校内のさ
す。フレッシュな１年生４名を含
１回戦○３－０富士見丘
くらを使いました。が、1年生部
め、計１２名の部員はほとんど初
２回戦●０－３東海大相模
員がおらず、部員大大募集中で
心者ですが、嘱託の橋爪先生の優
5/4 高校総体地区予選(個人)
す。週に1度兼部もＯＫです。興
しくあたたかな指導のおかげでめ
伊礼･山中 ２回戦敗退
味関心のある人は是非、お知ら
きめきと腕を上げました。１０月
仲里･羽田 １回戦敗退
せください。
の文化祭で
上原･板坂 １回戦敗退
(顧問長谷川
は茶会を開
東海大相模に善戦、苦しめたが きます。ぜ
先生まで）
一歩及ばなかった。6/13に団体 ひおいで下
SOL星ヶ丘→
戦があります。
さい。
写真部
毎週１回、木曜日に活動しています。５月１４日は、読売ランド駅周
辺で撮影をしました。神奈川県立高等学校写真連盟のコンテストにも今年は参加
する予定です。
放送部 昼休みに音楽を流したり、体育祭・文化祭で放送関係の仕事をしていま
す。毎年ラジオ日本の「甲子園をめざして」という番組に野球部のインタビュー
を送っています。
調理同好会
調理同好会では、毎週木曜日を活動日とし、ミーティングの中で、
何を製作するかを決定し、次回実習を行うという活動を行っています。おかし作
りが中心ですが、プロ並みのできばえです。文化祭では、毎年好評のクッキーや
フィナンシェを販売しています。楽しみにしてくださる方も多く、活動にも力が
入っています。 (楽しみにしています！校長）
吹奏楽部 今年は新入生が13人入部し、規模が3倍になりました。昨年までの活
動に加え、学校説明会での演奏や地域での演奏活動を行っていく予定です。今
年の3月に隣の南菅中学校との合同演奏に参加し、学校間での交流も多く出来れ
ばと思っています。その一環として、10月には川崎地区中高5校との合同バンド
「ミューザ川崎市民吹奏楽2009」に初出場します。また、演奏技術の向上をめ
ざし、11月にはアンサンブルコンテストに出場を予定しています。
一気に活発になった吹奏楽部にご注目ください！入部も随時可能です。興味
のある人は放課後音楽室へ！お待ちしています♪

演劇部 昨年活動を再
開しました、１０月の
文化祭で上演する準備
をはじめました。

書道愛好会
いっしょに書道やってみ
ませんか！初めての人、
書道選択以外の人も大歓
迎です！山本先生まで、
待ってま～す^-^/

ダンス部
4月に13人の1年生を迎えて
練習中。8月ゆりストア前
のお祭り、高津養護学校で
の発表を予定。火・水･金
１Ｆホールで踊っています
ので来て下さい^-^/~

菅高校 過去４年間の進路状況
40%
35%
大学

30%

短大

25%

専門
20%

就職

15%

受験準備

10%

その他

5%
0%
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元気な学校づくり
5月16日「高校生の生活習
慣」をテーマに軽部氏に講演
いただきました。講演後個別
の質問に対応していただき、
保護者の方にはご満足いただ
いたよ

携帯教室
講師 ：KDDIの相馬宏氏
プロフやブログで個人情報を
アップし全世界に、とか、悪
質な書き込みなど、携帯は便
利な反面、危険も多い。モラ
ル・マナーがとても重要だ。

うです。

エアコン、快適な夏に感謝！
保護者の皆さまのご厚意に
よりHR教室と主な選択教室
にエアコンが設置されまし
た。整備された環境を生か
してしっかり学習に取組
み、成果を上げて欲しい。
夏季講習なども大いに活用
してください。

18
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20 年度

３年保護者進路説明会
5月16日進路説明会が開かれ、進路状況と今
後の日程、保護者の心得、そして講演「進
路に役立つお金の話」(講師石村衛氏)が行
われました。保護者が基礎知識を身につけ
ることで、お子さんと同じテーブルに着い
ていただけるものと思います。
20年度の進路状況 ～国立に２名合格～
進路状況は上のグラフの通りで、大学進
学志向が強まり、就職が減少傾向にある。
主な進路先は筑波大,東京芸術大,青山学院
大,順天堂大,神奈川大,青山学院女子短大
等、公務員にも２名合格。未定が８％と激
減したのは本校の進路指導の最大の成果。
３年生は進路実現にダッシュ！

全公立展
５月１６日パシフィコ横浜で最
初の学校説明会が行われた。生
徒の皆さんにもお手伝いしてい
ただき、菅高をアピールしまし
た。「制服がかわいい」「パン
フレットもうないんですか」と
か、好評でした。

なごみフレンズ
お隣の日本女子大
学の大学院生のお
姉さんが週２回来
校して、みんなの
相談にのったり、
お話を聞いたり、
勉強も教えてくれ
るよ。先生には言
えないけど･･･な
んかもＯＫです
よ。寄ってみまし
ょう^-^/

今後の予定
･6/10 体育祭
・6/27 学校説明会
･7/1 開校記念日
･7/6-10期末試験
･7/21-8/28夏季休業
・8/7 体験授業
･10/23,24文化祭

生徒・保護者そして地域の皆さまこんにちは、校長の橋本です。菅高２年目になます。今年は次の三つの
言葉をKeywordに、生徒諸君がしっかり学習し、活発に活動する元気な学校づくりを目指します。保護者や
地域の方々と連携して、皆さまの期待に応える所存ですのでよろしくお願いいたします。

■褒めて育てる

■注視・傾聴＆支援

■とことん指導

