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校内ロードレース大会 
    保健体育科  

去る 1 月 27 日（金）に第 14 回ロードレース大会を実施しました。心配された天気も

何とか大会終了までもち、一人ひとりが完走を目指し、これまでの練習の成果を一生懸命発

揮していました。ゴールすると、PTA の皆様に温かいうどんとおにぎりが振る舞われまし

た。生徒も職員もおいしくいただきました。関係者の皆様にはご協力いただきありがとうご

ざいました。また沿道で声援いただきました近隣の住民の皆様ありがとうございました。大

会結果は次の通りです。   

 

男子団体の部優勝：２年１組   女子団体の部優勝：２年３組  

<男子個人の部>         <女子個人の部> 

優勝 川邊田 ルイス陸（2-3/2連覇） 優勝 松本桃月姫（１－４） 

２位 岩佐 楓  （２－１）   ２位  堤 晴菜 （２－１） 

３位 岡本 竜之介（２－１）   ３位 山本 純奈（２－１） 

 

３位 岡本 竜之介（２－１） 

 

「総合学科発表会」を終えて 
総合推進部主任 鈴木 信雄 

 2 月 10 日(金)、第 12 回総合学科発表会を開催いたしました。朝から雪交じりの天候

で寒い一日でしたが、ご来賓、保護者の皆様には、多数のご来場をいただき感謝申し上

げます。本年度は「Say Hope～私たち一人ひとりが輝ける未来
あ す

へ～」というテーマで

キャリア教育の集大成の場として、学習活動の成果を披露いたしました。 

 この発表会は、生徒実行委員が中心となって準備を進め、ステージ部門、展示部門で 

１年生「産業社会と人間」、２・３年生「総合的な学習の時間」および各教科の取組等 

生徒たちは、様々な工夫を凝らしながら発表に臨みました。オープニング「君とともに」

(校長先生作詞･作曲)の全員合唱で幕を開けたステージ部門は、全体司会の藁科深月さん 

松尾茉里菜さんのリードで開会行事、各学年の発表、エンディング等が行われました。 

また、会場後方では、各学年の取組、授業作品、広報等が展示され、休憩時間には清峰 

SHOP の販売活動、学校 PR 動画が放映されました。３年生による「私の歩んだ道・歩

む道」では、進学・就職・公務員の各分野で合格を果たした３名の発表者によるパネル 

ディスカッションが後輩への熱いメッセージとして届けられました。 

 実施後の生徒アンケートには「次につなげること １年生の学習を２年生へ よい伝統

を後輩へ」「自分の将来についてもう一度見つめ直し、何をすべきか考える」「輝く未

来へ行くために････」「将来に向けて花を咲かせられるよう日々努力」など書かれてい

ました。生徒一人ひとりが、これからの歩みをより充実したものにするため、この発表

会を通して先輩や仲間の発表を聴き、自らを振り返り、将来への歩みをいかに踏み出す

かなど一緒に考えていく発表会であったと思います。 



進路別集会 
進路意識を高め、学習意欲の向上を

図るため、進路別集会を行いました。

進路が決定した３年生が、２年生に向

けて進路活動の体験談を話しました。

成功談より失敗談の方が参考になった

ようです。２年生はいよいよ進路決定

のときです。ぜひ、ご家庭でもお話さ

れてみてください。 

  

ペットボトルキャップ回収 
～小さなキャップ・分ければ資源～ 

こころとからだの支援部 

生徒保健委員会では平成 20 年度より、ペットボ

トルのキャップを集めて、ポリオワクチンに替え、

恵まれない子どもたちを救う活動をしています。校

内だけでなく、地域の方々からのご協力もあり、今

年度は総計６０,１３５個のキャップが回収すること

ができました。これは、赤ちゃん約７０人分のワク

チンに相当します。生徒 

保健委員会では、これか 

らもこの活動を続けてい 

きます。皆様ご協力よろ 

しくお願いいたします。 

３月の行事予定 
１日（水） 卒業証書授与式  

２日（木） 交通安全の日 

８・９日  学力検査 

（水・木） 

８～１０日  生徒自宅学習 部活動禁止 

（水～金）   

１１日（土） ２年公務員模試・小論文模試 

1３･１５日  進路別ミニ集会 

（月・水）  

１６日（木） 合格者発表（9:30～） 

２１日（火） 個人写真撮影 教科書販売 

       合格者説明会（13:00～） 

２２日（水） 学年集会 大掃除 

２３日（木） 球技大会 

２４日（金） 終業式 離退任式 

平成２８年度卒業証書授与式 
１．日 時  

   平成 29年 3月 1 日（水） 

10:00～11:15 

２．会 場  

本校体育館 

 

３．卒業予定者数   

男子  ６９名 

女子 １２５名 

 

計  １９４名 

        

●在校生送辞 ２年３組 藁科 深月 

●卒業生答辞 ３年２組 門屋 温之 

     

 
 

寄贈品のお知らせ 

２月１６日、アリアケジャパン株式会 

社様より、本校にテント５梁を寄贈して 

いただきました。寄贈して頂いたテント 

につきましては、今後の諸行事において、 

活用させていただきます。 

誠にありがとうございました。 



 

部活動 試合結果 

 
 

 

        

今年度１年間の「産業社会と人間」「総合的な学習の時間」

の成果を発表する、総合学科発表会が２月１０日（金）本校

体育館にて実施されました。 

オープニングでは、今年度合唱コンクール課題曲として井

上龍二校長先生が作詞作曲された「君とともに」が全校合唱

され、そこに３年生の「手話」選択生が手話コーラスとして

参加。発表会の幕開けを華やかに飾りました。 

１学年「産業社会と人間」の発表では、自己理解、学校訪

問、NIE、職業理解、インターンシップについて各クラスの

代表者が発表を行い、２学年「総合的な学習の時間」の発表

では、進路研究(短大について)、NIE(生命をめぐる記事)、

修学旅行自主研修についての発表が行われました。例年にな

いような、発表者と実演者との掛け合いなど工夫を凝らした

発表が見られました。 

３学年「総合的な学習の時間」の発表では、「私の歩んだ

道・歩む道」と題して、進路決定した３名の代表者(進学・

就職・公務員)が、２名のコーディネーターとともにパネル

ディスカッション形式で、後輩へメッセージを送りました。

また、12 月に行われた課題研究学年発表会で選ばれた４人

の代表者が、自身で設定した課題について研究発表を行い、

１年間に渡る課題研究の成果を披露しました。 

（写真提供：写真新聞部） 

 
ハンドボール部  

九州選抜大会  

準決勝 32-26（対 城北高校） 

決勝  19-26（対 大分高校） 準優勝 

 
 
 
 

 

陸上部  

県新人駅伝大会 女子５区間(16000ｍ)  

1 時間 5 分 31 秒 (20 位/25 チーム) 

バレーボール部  

県新人戦      準決勝 ０－２（対 聖和） 

シード順位決定戦 ０－２（対 創成館） 

 

全九州選抜高等学校バレーボール大会              

予選グループ戦 ２－０（対 鹿児島女子） 

０－２（対 臼杵）１勝１敗 

 

総合学科発表会 「Say Hope ～私たち一人ひとりが輝ける未来
あ す

へ～」 

 

全国選抜大会出場決定!! 



 

１級  ５種目合格 七種 友香   

４種目合格 鴛渕 加奈  牧山 みつき 

３種目合格 松田 七葵  石田 麻奈  浦田 吹  大久保 瑛美 

平成２８年度 全国商業高等学校協会主催 検定合格者状況 

検定名 部 門 １ 級 ２ 級 ３ 級 

全商 珠算・電卓 

普通計算合格 ２０ ４４ ４５ 

ビジネス計算合格 １７ ４３ ４７ 

級合格 １５ ４２ ４５ 

全 商  簿 記 

会計科目合格 ２   

原価計算科目合格 ７   

級合格 ２ ７ ８ 

全商  情報処理 
ビジネス情報部門 ２２ ２６ ３０ 

プログラミング部門 ４ １６  

全商  商業経済 

ビジネス経済Ａ 科目合格  ２  

マーケティング 科目合格  ２７  

ビジネス基礎   １４ 

級合格 ２ ２７ １４ 

全商ビジネス文書 速度部門 ５ ２８ ３５ 

ビジネス文書部門 １４ ３６ ３５ 

級合格 ４ ２５ ３２ 

今年度は、全国商業高等学校協会主催の検定で、１級に３種目以上合格した生徒が７名出まし

た。昨年度も６名と良い成績でしたが、今年はさらにがんばってくれました。 

 ※５種目合格とは、電卓実務検定、簿記実務検定、ワープロ実務検定、情報処理検定プログラ

ミング、情報処理検定ビジネス情報になります。 

また、昨年度から始まった、ビジネスマイスター制度（検定の難易度によって点数化し、その

総得点により表彰する制度）による表彰者もシルバーが６名、ブロンズが 1５名出ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員初任者研修 修了式  

２月２２日(水)、昨年７月に介護職員初任者研修を修了した 

３年福祉選択生６名が、修了式に臨みました。６名全員が佐々 

町、佐世保市内の介護施設・病院に就職します。地元の皆さん 

に支えられ介護職員として活躍していくことを期待しています。 

 

全国商業高等学校協会主催 検定表彰

者 

 

 

資格取得!! 

 


