
 

 

 

 

 

『本年度の努力目標と学校評価について』 

                          校長 勝  幸 八 

 
5月15日(日)にＰＴＡ総会が開催されました。お忙しい中ご出席いただき、保護者の皆様あり

がとうございました。総会では、本年度の学校の具体的な努力目標と学校評価についてお話し
しました。今回はその内容をお知らせします。 
【具体的な目標】 
(１) 学力の充実と向上を図る。 
(２) 基本的生活習慣の確立を図り、規範意識の高揚に努める。 
(３) 進路指導の充実を図る。 
(４) 小中高一貫教育の内容の充実を図る。 
の４点ですが、本年度のキーワードは「生徒一人ひとり」です。少人数だからこそ生徒一人ひとり
に学習面でも生活面でも目を行き届かせることができると考え、このことを大切にしたいと思いま
す。 
また、ご家庭との連携も大切にしたいと考えています。学校でのお子様の様子は、面談や電

話等で折に触れてお知らせいたします。ご家庭ではお子様の様子について、気づかれたことな
ども学校に知らせていただきたいと思います。また、学校の行事等は北松西だよりでお知らせし
ますが、体育祭や文化祭、公開授業や研究授業など是非、学校へ足を運んでいただき学校で
のお子様や学校の様子をご覧いただきたいと思います。 
【学校評価】 
例年、学校評価のために毎年 2 回、生徒と保護者の皆様にそれぞれアンケートをお願いして

います。生徒アンケートでは、「出された課題はきちんと提出している」、「よく挨拶している」、「清
掃活動には真剣に、積極的に取り組んでいる」が高い評価だった一方、「予習復習など家庭で
の学習の仕方がわかっている」は評価が一昨年度、平成 26年度から下がっています。 
保護者アンケートでは、生徒と同様「学校は掃除が行き届きいつもきれいである」「生徒はよく

挨拶をしている」は高い評価をいただいていますが、「教師はわかりやすい授業を工夫してい
る」、「生徒は進路に関する情報を入手することができている」、「生徒は、読書習慣を身につけ
ている」では生徒アンケートと同様で平成２６年度の評価を下回っています。 
生徒数が昨年度は４３名と、一昨年度の平成 26 年度から 10 名、18.9％減って一人のアンケ

ート回答がポイントを大きく変化させていますが、今後の課題として検討が必要だと考えていま
す。これをうけて、生徒一人ひとりが学習のつまずきの究明や、学力の分析を行うことを具体的
な目標に挙げました。また、昨年度後期から生徒による「授業の工夫」につなげるため授業評価
を全ての授業で実施しています。あわせて、小中高一貫教育の中での公開授業や研究授業、
教科部会でもわかる授業の工夫にむけて本年度も取組を進めます。進路情報の提供について
は、進路資料室の活用など提供の方法を検討しています。読書習慣では生活手帳を利用した
全体的な生活の把握等から始めたいと考えています。 
※PTA総会で保護書に配布した学校評価結果（総評、自己評価、生徒・保護者アンケート）

については、紙面の都合上ここでは紹介していません。北松西高校のホームページに掲載して
いますのでご覧ください。 
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生徒会役員選挙告示 

高総体総合開会式、高総体（～6月 6日）※6日は午前 2時間特別時間割授業 

高総体代休（6月 5日分） 

放課後補習開始（3年）、眼科検診 

高総体報告会 

英語検定 

校外模試（3年）～12日 

選択科目説明会(1、2年)、進路説明会（3年） 

漢字検定 

校外模試（2,3年）、 

公開授業ＷＥＥＫＳ（～7月 1日） 

考査時間割発表、朝学タイム開始、薬物乱用防止講話 

生徒会役員選挙 

期末考査（～7月 1日） 
 

ＰＴＡ総会・部活動後援会総会（１５日） 
１５日（日）、本校多目的教室②において PTA 総会・部活動後援会

総会が開かれ、平成２７年度の会務報告・決算報告、平成２８年度の

事業計画・予算についての審議、採決などが行われました。 

その後、各学年・学級に分かれ学級・学年懇談会が開かれました。 

今年の出席率は７６．１％でした。多数のご出席ありがとうございま

した。 

 
各種大会結果  
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－ソフトテニス部－ 
大会名：平成２８年度県北地区高等学校 

ソフトテニス春季選手権大会 
日 時：平成２８年４月２３日(土)～２４日 
会 場：佐世保市総合運動公園テニスコート 
 －個人戦－ 
１回戦 川村美・田渕（４－０）九州文化 
        川村咲・永田（４－２）壱岐商 
    松永・市瀬 （２－４）上対馬 
２回戦 川本・護山 （４－０）佐世保東翔 
    川村美・田渕（４－０）佐世保西 
    川村咲・永田（３－４）上五島 
３回戦 川本・護山 （４－１）対馬 
    川村美・田渕（１－４）佐世保東翔 
４回戦 川本・護山 （４－０）佐世保南 
５回戦 川本・護山 （４－１）佐世保商業 
準決勝 川本・護山（０－４）佐世保商業【３位】 
－団体戦－ 

１回戦         ２回戦 
北松西（２－１）清峰  北松西（０－２）対馬 
1 川村咲・永田 〇4-3  1 川本・護山 ×3-4 
2 川本・護山   ×3-4   2 松永・市瀬 ×3-4 
3 川村・田渕   〇4-0   3 川村・田渕 (打切り) 

－バドミントン部－ 

大会名：平成２８年度長崎県高等学校 

バドミントン春季選手権大会 

日 時：平成２８年４月２３日(土)～２４日 

会 場：シーハットおおむら 

ダブルス 

１回戦 馬田有・坂井（０－２）創成館 

２回戦 永田・神田 （０－２）長崎女子商 

シングルス 

１回戦 馬田有（０－２）長崎明誠 

    神田 （０－２）五島海陽 

    馬田紀（０－２）向陽 

２回戦 永田 （不戦勝）玉成 

３回戦 永田 （０－２）諫早商業 

            

 

 

 

 

 

☆３位入賞の川本・護山ペア☆ 

http://www.hokusho-nishi.ed.jp/
http://www.hokusho-nishi.ed.jp/


６月４日(土)【団体戦】 

１回戦 対 活水   9:30～ 

２回戦 対 西陵 13:30～ 

６月４日（土） 

10:20 400m予選  神川航 伊藤 

10:00 走幅跳   島元拓 

10:00 砲丸投     出口 平田 

12:20 1500m予選 神川翼 北村 

６月５日（日） 
9:30 100m予選  島元拓 
13:55  800m予選  伊藤 神川翼 
18:00 4×400mリレー予選 
  （神川航 伊藤 島元拓 北村） 

６月６日（月） 
10:00  200m予選   神川航 伊藤 
12:40 3000SC予選 北村 

６月７日（火） 
10:30 三段跳  島元周 島元拓 ６月５日(日）【個人戦】12:30～ 

２回戦  川村咲・市瀬 対 佐世保商 

６月６日(月)【個人戦】8:30～ 

２回戦 川本・護山 対 活水 

川村・田渕 対 国見 

松永・永田 対 大村 

６月４日(土)【団体戦】 

１回戦 対 長崎明誠 10:50～  

２回戦 対 佐世保南 13:30～  

６月５日（日） 【個人戦ダブルス】 

２回戦 永田・神田  対 純心 

馬田有・坂井 対 玉成 

６月６日（月）【個人戦シングルス】 

２回戦 永田  対 長崎北 

 馬田有 対 長崎明誠 

馬田紀 対 西陵 

高総体まで、あと数日となりました。各部とも、最後の調整

に入っているところです。３年生にとっては、高校生活最後

の大会となります。応援、よろしくお願いします。 

 

総合開会式  ≪６月３日（金）：会場：長崎県立総合運動公園陸上競技場（諫早市）≫ 

15：21 選手団入場開始 （北松西高校の順番は８４校中８１番目です） 

団長 釘島 正智 教頭    

旗手 （陸上競技部 主将 島元 周） 

選手 陸 上 競 技 部 ８名 

バドミントン部 ５名 

ソフトテニス部 ８名 

※開会式の様子は NIB 長崎国際テレビが中継します。（15：00～16：55） 

 

陸上競技部 ≪会場：長崎県立総合運動公園陸上競技場（諫早市）≫ 

主将：島元 周 

 皆さん、こんにちは陸上競技部です。各選手の目標

は「自己ベスト、もしくは新記録」を出すことです。

私たちは家族や地域の方々に支えてきてもらいまし

た。三年生はこれまでやってきたことの集大成となる

大会なので、悔いがのこらいないようにベストを尽く

します。応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部 ≪5月 29日（日）会場：諫早文化会館 11:57～≫ 

吹奏楽部連合音楽会 部長：神田 理江 

皆さん、こんにちは吹奏楽部です。５月２９日に諫早文化会館で

宇久高校吹奏楽部と合同で「すきすきソング」と「サウンドオブミ

ュージックメドレー」を演奏します。３年にとっては最後の演奏と

なるので、有終の美を飾れるようにしたいです。会場に来られる方

には２曲で異なるイメージを感じてもらいたいです。宇久高校と一

緒に良い演奏をしたいと思います。一生懸命頑張ります。

バドミントン部 ≪会場：長崎南高校、三菱体育館（長崎市）≫ 

主将：永田 美咲 

 私達は、高総体で団体戦１回戦突破を目標にしてい

ます。個人戦ダブルスでは、永田・神田ペアでベスト

16、馬田有・坂井ペアが２回戦突破。シングルスでは、

永田３回戦突破、馬田有３回戦突破、神田２回戦突破、

馬田紀２回戦突破を目標にしています。日頃から私達

を支えてくださっている方々への感謝の気持ちを忘れ

ず全力でプレーします。応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトテニス部 ≪会場：長崎市総合運動公園かきどまりテニスコート (長崎市)≫ 

主将： 田渕 桜 

 私たちは団体戦ベスト８突破を目指しています。新チームになり、目標を高くし練習内容も充実さ

せ、さらに試合を意識したものにしました。個人戦でもそれぞれのペアが目標を立て試合に臨みます。

支えてくださった方々への感謝を忘れず、皆、笑顔で高総体を終れるように頑張ります。応援よろし

くお願いします。 

 

 

 

～越えろ限界 起こせ感動 つかめ勝利～ 

編集後記 松のひとりごと・・・ 梅雨も迫っていますが、気温が上がったり下がったり

服装の選択が難しい日々が続いていますね。ゴールデンウィークが終わりましたが、皆

さん疲労が溜まってはいませんか。来月には高総体もありますから、特に３年生の皆さ

んは悔いの残らないように精一杯頑張ってきてください。 

記載しております競技時間は予定時間です。

各競技の進行状況によって、変動いたします

ので、ご了承ください。高総体期間中の組み

合わせや結果については、長崎県高等学校体

育連盟の HP よりご覧いただけます。 


