
「６月 学校長挨拶」                          校長  髙 橋 敏 史 
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校内技術競技大会・意見発表大会 
 ５月２３日(火)に校内技術競技大会、意見発表大会が行われました。各大会とも日頃、学校生活の中で身に付けていく科学

性・指導性・社会性を発揮する場として緊張感を持って臨み、会場の雰囲気も大変良い中で大会を終えることができました。

校内の代表に選ばれた生徒は、７・８月に行われる全道大会に向けて更なる飛躍を期待しています。 

●技術競技大会 

★農業鑑定競技 

  【農業コース】･･･最優秀賞 ３年 斎藤 巧太郎  【園芸コ―ス】･･･最優秀賞 ３年 穂刈 なみ 

★情報処理競技 ･･･最優秀賞 ３年 佐藤 麻圭    ★測定競技 ･･･最優秀賞 １年 石井 優奈 

●意見発表大会 

  最優秀賞 「限りあるものを守るために」 ３年 川添 柚花 

  優 秀 賞 「尊い命」  ３年 大黒 莉来 

       「自然災害における農業被害」 ３年 穂刈 なみ 

       「日本の運送業と農業の関係性」 ２年 和泉 空 

       「夢を叶えるためには」   １年 毛利 ほのか    
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  ４年生前期福祉施設実習終了  
 ４年生農業福祉コースは、５月８日（月）から６月９日（金）までの５週間、留寿都村をはじめとする、ニセコ町、蘭越町、黒松内

町、苫小牧市、室蘭市の福祉施設において福祉施設実習を行いました。初めて行うことに苦戦しながらも、多くの学びがあり、有意義な

実習となりました。また、６月２６日（月）からは後期の福祉施設実習も始まり、介護福祉士を目指して頑張っています。 

   

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  地域花壇造成  
５月３０日（火）に地域花壇造成が行われました。学校で育てた花苗を、役場前や道の駅、支援ハウスの花壇に植えました。多くの村

民の方にご協力いただき、美しい花壇を作ることができました。 

 たくさんの村民の方にご協力いただき、国道沿い、役場前、赤い靴公園、銀河の杜、生活支援ハウスへ一つ一つ学校で育てた花苗を植え

ることができました。一部では自分たちでレイアウトをして植えたところもありました。また、他学年ともうまく連携することができまし

た。偶然通りかかった地域の方から「いつもありがとうね」「きれいだね」という声もかけていただきました。天気にも恵まれ、留寿都村の

活性化につながる良い機会となりました。                                  3年生 佐藤 麻圭 

    

 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  礼法・マナー講座          コンサドーレ講演会                                    
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「技術競技大会・意見発表大会について」 

３年生 藤野 紗香 

 昨年度に引き続き、自分なりに入賞できるように取り組むことができ

たと思っています。少し悔いが残ってしまった部分はありましたが、今

の実力を知ることができたので良かったです。３年間、大会で学んだ知

識を授業や実習に役立てていきたいです。多くのことを学ぶことがで

き、とても良い経験になりました。 

 ６月８日(木)の５，６時間目に、（株）リクルートマー

ケティングパートナーズの城内あおばさんをお招きし

て、礼法・マナー講座を２、３年生を対象に行っていた

だきました。 

学校圃場は今週初めにカボチャ苗の定植を終え、今年度予定した全ての作付けを終えました。日照不足に加え低温が続き、 
病気の発生や生育不良が心配されますが、学習活動での手入れや病害虫防除等を念入りに行い、豊かな恵みの秋を迎えられ 
るよう今後とも管理に努めて参りたいと思います。 

 さて、６月１０日（土）から１１日（日）の２日間、第６７回北海道高等学校ＰＴＡ連合大会空知大会が、滝川市に全道各 
から約千二百名の会員が集まり開催され、細川ＰＴＡ会長、小出副会長の３名で参加してきました。 

１日目は、開会式と株式会社アイスブレイク取締役の中村信仁氏の講演がありました。 
開会式では来賓挨拶に立った全国高等学校ＰＴＡ連合会長から、今後社会で求められる力として、 

  ○ クリエイティビティー … 創意工夫したりアイデアを出しながら、何かを作り出そうと粘り強く取り組む意欲 
  ○ マネジメント … ｢ひと｣｢もの｣｢かね｣｢情報｣等を対象に、目標を効率的に達成するための働きかけ 
  ○ ホスピタリティー … 相互の満足が叶えられ、信頼関係を高める思いやりある行動や心遣い 
の３つが挙げられ、更に学校教育においては、インターンシップなどを含めキャリア・ガイダンス機能の充実が、家庭教育にお

いては社会生活の基礎基本となるしつけやマナー、基本的な生活習慣を身につけさせることが大切であるとの話がありました。 

２日目は、滝川高校と滝川西高校の２会場で３５の分科会が行われ、活発な意見や情報の交換が行われ大会を終えました。 

 留寿都高校では７月２２日（土）に夏季休業を迎えます。今年度前半の一区切りとなる日まで残り３週間ではありますが、 
プリザーブド・フラワー講習会、留寿都小学校（４年生）との福祉交流、八雲養護学校との交流、授業参観、学校説明会（札幌）、

留寿都村福祉祭など、様々 な教育活動が目白押しです。一つひとつの教育活動を確実かつ効果的に行っていく所存ですので、 
今後とも本校へのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

６月１６日（金）にるすつ子どもセンターぽっけで、株

式会社コンサドーレ代表取締役社長の野々村芳和さん

による講演会が行われました。野々村さんのこれまでの

経験に基づくお話を、生徒達は真剣に聞いていました。 
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 ★後志支部大会結果★                    ☆全道大会結果☆ 

 

 

 

 団体戦 男子 準優勝 
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 福祉祭のお知らせ  

 本校と留寿都村社会福祉協議会共催の「福祉祭」が公民館にて開催されます。本校農産物の販売や２・３学年による模擬店、そして地

域の方々との交流を目的としたレクリエーションなどを予定しています。学校でのお子様の様子を見ていただく良い機会ですので是非ご

参加ください。詳しい日程は下記をご確認ください。 

  日時      平成２９年７月１５日（土） １０：００～１４：４０ 

  日程・内容   １０：００ 開会式             １３：３０ 留高イベント 

       １０：３０ シルバーオリンピック      １４：００ ビンゴ大会 

 １２：４０ 幼児小学生ゲーム        １４：３０ 閉会式 

１３：１０ ふれあいレクレーション 
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  授業参観のお知らせ  
 夏季休業前最終登校日に、１学年から３学年の授業参観を行います。授業参観後には学年懇談会や個別懇談会も予定して

います。詳細については後日、各家庭にご案内文書を配布いたします。多くの保護者の皆様に、本校での日頃の授業中の様

子をご覧いただきたいと思っておりますので、ご参加お願いします。 

 また、地域の皆様におかれましても、この機会に留寿都高校の授業をご自由にご覧いただきたいと思います。参観について何かお

問い合わせ等がございましたら、高校までご連絡下さい。（留寿都高校 TEL ０１３６－４６－３３７６） 

  期 日    平成２９年７月２１日（金） 

  日程・内容 

   ９：１０～ ９：２５ 受付        １０：４０～１１：３０ 授業参観（３校時） 

   ９：４０～１０：３０ 授業参観（２校時） １１：４５～      学年懇談会、個別懇談会 

             ※３学年のみ学年懇談会前に、保護者向け車両運転免許取得説明会も予定しています。 

 １年生 ２年生 ３年生 

国際農業コース 農業福祉コース 国際農業コース 農業福祉コース 

 科目 コミュニケーション

英語Ⅰ 

社会福祉基礎 微生物利用 介護過程 

 主担当 増井 山形 水木 大森 

 教室 １年生教室 ２年生教室 ５教室 ３年生教室 

 科目 農業と環境 農業技術 介護総合演習 情報 

主担当 水木・池田 山下 高橋 目黒 

教室 １年生教室 ４教室 ２年生教室 情報処理室 
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７ 月 の 主 な 行 事 予 定 表 

日 曜日 行事内容 日 曜日 行事内容 

１ 土 求人票受付開始 １３ 木  

２ 日  １４ 金  

３ 月 福祉施設見学(２年福祉コース)  情報処理・ワープロ検定 １５ 土 福祉祭（登校日） 

４ 火 プリザーブドフラワー講習（３年） １６ 日  

５ 水 就職ガイダンス（３年） １７ 月 海の日 

６ 木 定時制通信制体育連盟大会（野球） １８ 火 振替休日 

７ 金 定時制通信制体育連盟大会（野球） 

１９ 水 

交通安全キャンペーン（旗の波運動）  清澄寮大掃除 

第２回ＰＴＡ役員会  学校説明会（札幌） ８ 土  

９ 日  ２０ 木 大掃除（午後）清澄寮焼き肉パーティー 

１０ 月 介護初任者研修講習（２年） ２１ 金 休業前集会  授業参観 

１１ 火 小学校福祉交流授業（２年） ２２ 土 夏季休業（～８月１６日） 

１２ 水 八雲養護学校交流（２年）  

 

☆卓球☆ 

団体戦 女子 準優勝【全国大会出場権獲得】 

個人戦 男子 Ａブロック準優勝  

穂刈 昇汰 

         【全国大会出場権獲得】 

      Bブロック２回戦敗退 

              坂田 圭佑     

    女子 Ａブロック準優勝 

              川添 柚花 

         【全国大会出場権獲得】 

       Bブロック初戦敗退 

         穂刈 なみ、藤谷 彩夏 

  

☆バドミントン☆ 

個人戦 女子  初戦敗退  松橋 杏那 

 

☆バスケットボール☆ 

 男子 準優勝   

女子 準優勝   

   【全道大会出場権獲得】 

 

☆バドミントン☆ 

団体戦 男子 準優勝 

    女子 準優勝 

個人戦 男子 

     第３位 水白 永遠 

女子 

     第３位 松橋 杏那 

【全道大会出場権獲得】 

 

 

☆卓球☆ 

団体戦 男子 準優勝 

    女子 優勝 

  【全道大会出場権獲得】 

個人戦 男子第３位 坂田 圭佑  

      第３位 穂刈 昇汰 

    女子 優勝 穂刈 なみ  

      第３位 川添 柚花 

      第３位 藤谷 彩夏 

【全道大会出場権獲得】 

 

☆バスケットボール☆ 

団体戦 女子  

         第 3位 

５月２５日(木)八雲養護学校において、本校３年生が今年度

１回目となる交流事業を行いました。今回は八雲養護学校の授

業を見学したり、花壇への定植を通して交流を深めることがで

きました。授業見学では、八雲養護学校の生徒がパソコンを使

って作曲している姿や自立について学んでいる姿を見ることが

できました。また、生徒同士名刺交換をし、お互いに趣味や好

きな芸能人の話等、和気あいあいと楽しい時間を過ごすことが

できました。             ３年生 赤坂 亮哉 

２
時
間
目 

３
時
間
目 

例年行っている八雲交流事業が今年も行われました。今回の

交流によって生徒間の新たな関係構築と、共に授業を受けるこ

とによってお互いの友好を深めることができました。 


