
 

 

 

 

 

『本年度の努力目標と学校評価について』 

                          校長 勝  幸 八 

5月14日（日）にＰＴＡ総会が開催されました。毎年この場で学校の努力目標と前年度

の学校評価についてお話ししています。今回はその内容をお知らせします。 

【本年度の努力目標】 

昨年度と同じ次の四項目です。 

（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。 

ここには記述していませんが、それぞれの項目ごとに具体的な努力目標を設定してい

ます。そのなかで、（１）～（３）の具体的な努力目標には「生徒一人ひとり」と入れ

ています。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、そのことを大切にしたいと思います。 

 

【学校評価】 

年に 2 回、生徒、保護者にそれぞれ 4 段階で評価していただいているものです。生徒

の評価では、「進路希望に応じた授業を選択することができた」、「学校行事は充実し

ており、積極的に取り組んでいる」、「部活動は、意識をもって活発に行っている」、

「学校はパソコンなど情報機器を活用しやすいように環境を整えている」、「出された

課題は提出している」、「よく挨拶をしている」、「清掃活動には真剣に、積極的に取

り組んでいる」などが平均 3.6 以上の高い評価だった一方、「読書の習慣が身について

きている」が 2.8と低く年々下がっています。 

保護者の評価では、生徒と同様「部活動への参加」「清掃」「挨拶」については高い

評価ですが、「生徒をよく理解し適切に指導している」が 2.8、「生徒は、読書習慣を身

につけている」が 2.5と低い評価となっています。 

生徒一人ひとりの学習のつまずきの究明や、学力の分析を具体的な目標に挙げ、面談

や生徒の学力検討や生徒情報の共有などを行って、今後も一人一人の生徒理解へつなげ

ていきます。読書については、朝の 10分間読書への取り組み内容を少し変えてみたいと

考えています。 

学校評価については、学校評議員による評価と学校が行った自己評価を学校のホームペ

ージに掲載しています。また、本年度の努力目標も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 7日）※5日は午前 2時間特別時間割授業 

高総体代休（6月 4日分） 

放課後補習開始（3年）、眼科検診 

高総体報告会 

校外模試（3年）～11日 

進路講演会 1年 

選択科目説明会(1、2年)、進路説明会（3年）、公務員志望者講演会 

漢字検定 

校外模試（2,3年） 

公開授業ウィークス（～30日） 

考査時間割発表、朝学タイム開始、生徒会役員選挙 

小中高合同海浜清掃 

期末考査（～6月 30日） 
 

ＰＴＡ総会・部活動後援会総会（１５日） 
１４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２８年度の

会務報告・決算報告、平成２９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６３．６％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２９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２９年４月２２日(土)～２３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 川村咲・永田（４－０）西海学園 
    松永・川村希（４－１）佐世保西 
２回戦 川村咲・永田（４－０）佐世保北 
    松永・川村希（１－４）佐世保北 
３回戦 川村咲・永田（４－１）佐世保南 
４回戦 川村咲・永田（４－３）佐世保西 
５回戦 川村咲・永田（４－２）佐世保東翔 
準決勝 川村咲・永田（１－４）佐世保南【３位】 

－バドミントン部－ 

大会名：平成２９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２９年４月２２日(土)～２３日 
会 場：三菱重工総合体育館 
ダブルス 
２回戦 永田・神田 （２－０）大村城南 
    馬田有・坂井（０－２）長崎商業 
    馬田紀・貝屋（０－２）瓊浦 
３回戦 永田・神田 （０－２）長崎女子 
シングルス 
１回戦 神田（０－２）長崎工業 
    貝屋（２－０）長崎玉成 
２回戦 永田（０－２）活水 
    坂井（２－０）五島南 
    貝屋（０－２）諫早商業 
３回戦 坂井（０－２）長崎東 

☆３位入賞☆ 

川村・永田ペア 

－陸上競技部－ 
大会名：平成２９年度佐世保市民陸上競技選手権大会 
日 時：平成２９年５月５(月) 
会 場：佐世保市総合運動公園陸上競技場 
北村仁大 1500m 予選 4 分 20 秒 26  3000mSC 10 分 07 秒【3 位】   
伊藤翔太 100m 予選 12 分 12 秒   400m 予選 54 秒 72 
神川 翼 400m 予選 57 秒 73    1500m 予選 4 分 32 秒 14 
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６月３日(土)【団体戦】 
１回戦 対 五島海陽   9:45～ 
２回戦 対 大村 11:30～ 

６月５日(月）【個人戦】  8:40～ 
２回戦 松永・川村希 対 活水 

川村咲・永田 対 豊玉 

６月３日(土)【団体戦】 
１回戦  対 長崎南   10:50～ 
２回戦  対 佐世保商業 13:30～ 

６月４日（日） 【個人戦ダブルス】 
２回戦 永田・馬田有 対 北陽台 

神田・貝屋  対 大村 
坂井・馬田紀 対 西陵 

６月５日（月）【個人戦シングルス】 
１回戦 貝屋 対 長崎西 
２回戦 永田 対 大村 

 坂井 対 五島 
貝屋 対 諫早商業 

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２日（金）：会場：長崎市立総合運動公園陸上競技場（長崎市）≫ 

15：21 選手団入場開始 （北松西高校の順番は８５校中８２番目です） 

団長 釘島 正智 教頭  

旗手 （陸上競技部 主将 伊藤 翔太） 

選手 陸 上 競 技 部 ７名 

バドミントン部 ６名 

ソフトテニス部 ４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：伊藤 翔太 

 皆さんこんにちは陸上競技部です。各選手が目指す目標

は「自己新記録」を出すことです。私たちを日頃から支え

てくださった家族や地域の方々への感謝の気持ちを忘れ

ず集大成となるこの大会で悔いが残らないよう全力でベ

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 28日（日）会場：長崎ブリックホール 11:57～≫ 

吹奏楽部連合音楽会  部長： 福﨑 礼一 

私たちは、５月２８日に長崎ブリックホールで行われる長崎県連合音楽会に宇久高校

と合同で出演します。宇久高校と合同で出演するのは今回で３０回目になります。両校

ともに少ない人数で活動していますが、合同練習を重ねるご

とにお互いの絆も深まり、より充実したサウンドになってき

ました。今回演奏する曲は「斐伊川に流るるクシナダヒメの

涙」という曲で、今までにないような難しい曲ですが、その

分、合同で演奏したときには楽しさや達成感を味わうことが

できます。私たち３年生は連合音楽会で引退となりますが、

本番では今までに練習してきたことを出し切り、演奏を存分

に楽しみたいと思います。 

バドミントン部 ≪会場：佐世保市体育文化会館（佐世保市）≫ 
主将：永田 美咲 

 私たちは、高総体で団体戦１回戦突破を目
標にしています。また、個人戦ダブルスでは
永田・馬田有ペア３勝、坂井・馬田紀ペア２
勝、神田・貝屋ペア２勝。シングルスでは、
永田３勝、坂井２勝、貝屋２勝を目標にして
います。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： 松永 奈々 

 私たちは、県内のソフトテニス部で最も人数が少ないチームです。人数は少なくても

それぞれの役割を果たし、元気に活動してきました。高総体団体戦１回戦は長崎南と対

戦することになりました。 私たちは２ペアしかいないためどちらのペアも負けること

ができません。ベスト８を目指し頑張りたいと思います。 先生方、チームメイト、家

族、地域の方々などたくさんの方々に支えられ今までやってきました。多くの方々に感

謝の気持ちを忘れずに練習の成果を発揮できるように全力を尽くします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 描き出せ 限界点の 向こう側 ～ 

６月３日（土） 
10:20 400m予選  伊藤 
10:00走幅跳   門脇 
12:20 1500m  神川 北村 

 

６月５日（月） 
10:00 200m 予選  伊藤 
12:40 3000mSC予選 北村 

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。 

五月の一句（生徒作品精選） 
「光さし 立夏始まり 時が過ぐ」 2 年女子 

６月４日（日） 
9:30 100m  予選 門脇 
13:55 800m  予選 神川 村田 
16:55 5000m予選 筒井 藤松 
18:00 4×400mR予選 

(伊藤 神川 北村 村田) 

編集後記 松のひとりごと・・・ 

緑の葉も生い茂り、きれいな季節になりました。島の松たちも高総体等

での活躍を応援しています。頑張れ、高校生！！ 


