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オープンスクールのご案内
平成３０年８月２７日（月）に本校においてオープン
スクールが実施されます。
９：４０～ 学校紹介（ビデオ）
９：４５～ アトラクション（コーラス部）
１０：００～ 全体説明

熱い夏、暑い夏
教務主任

松永 憲一

１１：００～ 授業体験または部活動体験
１２：００～ 引率者説明会
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や体力を蓄積する時間に充ててください。また、
学習面では単語一つ、用語一つを確実に体に染

「長崎っ子の心を見つめる」教育週間（図書研修部）

み込ませ来るべき定期考査や検定・模擬試験に

備える時間に使ってください。
７月２日から始まった「長崎っ子の心を見つめる教育週間」では、台風７号接近で３日が臨時休
３年生は最後の体育祭が 9 月に入るとすぐに
校となったため、この日に予定されていた野球部、コーラス部、吹奏楽部の壮行式が４日に変更と
行われます。同時並行で就職の生徒は、履歴書
なりました。日程変更はあったものの、予定されていた行事は行うことができました。公開授業や
の作成・面接練習があります。進学の生徒は補
壮行式には延べ 11 名の保護者や関係者の方がいらっしゃいました。携帯電話安全教室では、県メ
習があります。3 年生は希望する進路に正面突
ディア安全指導員である本校の松永憲一教諭から SNS の危険性についての講話がありました。薬
破するだけの準備ができるのは、この夏休みで
物乱用防止教室では、県警本部少年課県北サポートセンターの村田こずえ様から、大麻など薬物の
す。
怖さについて講話をしていただきました。ご来校いただいた皆様、ありがとうございました。
高校生の３年間はすぐに過ぎ去ります。各々
がたった 3 回しかない夏休みをどのように過ご
すのでしょうか。最初に書きましたが、「熱い」
「暑い」どちらの言葉で今年の夏を表現します

7 月 11 日に、西鉄国際ビジネスカレッジの
木森 智先生をお招きして、３年生を対象に
「面接試験に挑む心構えとマナー」の講演会を
開催しました。第一印象について・立ち方・お
辞儀の仕方・面接での答え方など、実践に即し
たお話ばかりで、全員真剣な表情でメモを取っ
ていました。実践指導では、面接の練習を数名
の生徒が実践し、その難しさに苦戦している様
子が伺えました。
７月後半から面接練習も始まります。ぜひ今
日の講話を生かして頑張ってほしいものです。

登校してくることを期待しています。その時は、
「暑い夏」ではなく、
「熱い夏」を体験してきた

7 月 17(火)、18 日(水)に学年別 PTA が行
われました。これは、昨年度から地区ＰＴＡが
学年別ＰＴＡとして始まりました。まず、大講
義室で全体会があった後、各学年に分かれて、
学年別 PTA が行われました。
１学年は「科目選択についての説明・修学旅
行について・産社について」、２学年は「現況
報告・奨学金・修学旅行について」、３学年は
「進路について」と、それぞれの学年で独自の
取り組みがあり、その後、学級別個別面談があ
り、中身の濃い有意義な時間となりました。
参加者…1７日８０名、1８日 72 名

行事予定

マナー講座

最後に、生徒全員が８月２４日の朝、元気に

夏休みの１か月間特に何もせず、ただただ暑
なく、１・２年生は部活動や勉強の両立にがん

アンケート記入後終了

学年別 PTA 開催

前期授業再開・登校日日程
本校は前期・後期から成る 2 学期制を採っ
ており、７月２１日から８月２３日まで夏季休
業に入ります。８月２４日から授業が再開され
る(課題テスト・容儀指導があります・昼食の
準備を忘れないこと！)わけですが、９月９日
(日)に体育祭を控えており、８月２７日(月)か
らは、体育祭前特別時間割が組まれています。
夏季休業中も規則正しい生活をこころがけて
下さい。
◇
◇
◇
◇
８月９日の登校日には平和学習とコーラス
部の壮行式が予定されています。(8:40 SHR、
12:25 終了予定)被爆体験伝承者派遣事業で
久家江光子氏が来校され、長崎原爆について講
演をされる予定です。

８月
４日（土）３年対外模試 ～５日（日）
８日（水）3 年夏季補習前期終了
９日（木）登校日（平和学習）
１０日（木）就職申込校内締切
１１日（土）山の日・夏季休業中閉庁日～１５日）
１８日（土）３年土曜補習
２０日（月）夏季補習後期開始
２３日（木）夏季補習後期終了
２４日（金）前期授業再開・課題テスト
3 年就職申込開始
２７日（月）オープンスクール
２９日(水) 3 年就職面接練習Ⅱ(～9/1)
生徒会役員立会演説会及び投票

９月
2 日（日）国家公務員採用試験
6 日（木）体育祭予行
7 日（金）代休
九州合唱コンクール九州大会
8 日（土）設営
9 日（日）体育祭
10 日（月）代休
11 日（火）補習Ⅱ期開始（全学年）
13 日（木）生徒応急手当講習会
15 日（土）対外模試、看護模試（３年）
18 日（火）２年分野別出前講座
19 日（水）考査時間割発表
23 日（日）全商情報処理検定
26 日（水）第２回定期考査（～10/4）

夏季補習及び就職面接練習について

薬物乱用防止教室

進路指導部主任
山田 音市
前半：１・２年生は７月２３日（月）から３１日（火）までの７日間
３年生は７月２３日（月）から８月８日（水）までの１４日間
後半：全学年とも８月２０日（月）から２３日（木）までの４日間
上記の日程で夏季補習を行います。８時３０分から始まり１・２年生は１日４時間で、３年生は
１日６時間の補習授業となります。
３年生は受験に向けていよいよ待ったなしの時期となりました。この夏しっかりと力をつけて、
その後の入試にチャレンジして欲しいものです。１・２年生は補習に対する予習・復習を着実に行
い、基礎力強化に努めましょう。また、同時期に３年生の就職面接練習が行われます。９月１６日
からの就職試験に向けて勉強はもちろん、自分の考えを述べる力も身に付けましょう。

「長崎っ子の心を見つめる教育週間」に合わせて、７月４日に薬物乱用防止教室の講話を実施し
ました。昨年長崎県では高校生が大麻所持の疑いで書類送検されるという事件が発生しており、遠
い存在ではなくなってきています。講話では、薬物使用は本人だけでなく周囲の人の人生まで狂わ
せてしまうことや断る勇気の大切さを学びました。われわれ大人が子どもたちをしっかりと指導
し、見守っていく必要性を改めて感じた講話でした。以下は感想文の抜粋です。
「…（中略）最近は覚せい剤に次いで大
麻の乱用者が多いと講話で知りました。
いずれにしろたった一度の使用が身の破
滅の入り口（ゲートウェイドラッグ）なの
この系列では、保育士や幼稚園教諭、栄養士等
で、たとえ勧められても毅然とした態度で
を目標として短期大学進学を目指す人が学習しま
断ろうと決意しました。」（３年女子）
す。国・英・数・理・社といった教科に加え、そ
れぞれの進路に沿った専門的な授業も多く設定さ
れています。例えば保育系の進路希望者は「保育
音楽」や「子ども文化」といった専門科目を通し
てピアノの学習や保育ミュージカル、子どもの発
達について学ぶことができます。その他、栄養系
の人には「フードデザイン」などの授業も設定さ
＜１回戦＞対 長崎鶴洋 10－2
れています。短期大学進学者の多くは推薦入試を
＜２回戦＞対 長崎西
４－5
利用しています。１年次より日頃の授業に集中し
今年こそ優勝を目指して戦いました
定期考査を頑張ること、欠席をしないよう体調管
が残念ながら 2 回戦敗退しました。9 月
理をしっかり行う、など３年間の地道な努力の積
の秋の大会に向けて頑張ります。
み重ねが大切になります。

野球部、コーラス部、吹奏楽部 壮行式
７月４日（水）本校体育館において、野球部、コーラス部、吹奏楽部の長崎県予選大会の壮行
式が行われました。３つの部の堂々とした入場行進のあと、校長先生、生徒会代表からの激励の
言葉に続き、各部長が力強く決意表明を行いました。続いてコーラス部が野球部へ激励の想いを
込め「栄冠は君に輝く」を熱唱しました。その後、コーラス部と吹奏楽部がそれぞれコンクール
で合唱・演奏する曲を披露し、館内は美しいハーモニーと音楽に包まれました。各部のご健闘を
お祈りします！

生活福祉・短大系列の紹介

全国高校野球選手権
長崎大会 結果報告

系列・科目選択について

コーラス部

九州合唱コンクール長崎県予選「金賞」受賞（7 月 15 日開催）
29 年連続の受賞です！

NHK 全国高校音楽コンクール長崎県予選
日時：7 月 27 日（金）

場所：諫早文化会館

吹 奏 楽 部

第６３回長崎県吹奏楽コンクール
日 時 ： ７ 月 22 日（ 日 ）出 演 時 間 11： 00～ 11： 15
会場：アルカスＳＡＳＥＢＯ
希望を音にのせて、心を一つに、聴いている方に感動を
与えられる演奏をしたいと思います。応援よろしくお願
いします♪

北九州陸上競技
大会 結果報告
陸上競技
◎男子 100ｍ
田中 走 予 選 1１秒１１ ３位
準決勝 10 秒９３ 6 位
決勝進出まで 0.14 秒でした。
（全
体 11 位）

１年生は、科目選択ガイダンスを受けながら、進路希望に応じた科目の選択をしていきます。科目選択の
流れは、次のとおりです。
６月下旬
科目選択の説明
７月中旬
第１回科目選択調査票の提出
７月１７日・１８日 １年生保護者対象
科目選択ガイダンス
７月～ ９月
個人面談
９月～１０月
三者面談
１１月上旬
第２回科目選択調査票提出
（最終決定）
１年生の科目選択で、２年次・３年次の科目も決
定します。なお、決定後は原則変更ができませんの
でご注意ください。本校では、希望進路に応じてき
め細やかな多くの科目を設定しております。生徒の
皆さんには、進路についてよく考え、自分の進路実
現に役立つ科目選択をしてほしいと思っています。
保護者の皆さまにおかれましては、夏休みを利用し
て、お子様へのアドバイスをぜひお願いいたします。

