
 

  夏季休業を終えて 

北海道留寿都高等学校長  仲 川 敏 幸 

 
 ２３日間の夏休みが終わり、８月１６日（金）にはバドミントンの全国大会出場選手や病欠の生徒はいました

が、全学年とも元気な姿で登校してきました。 

 さて、この夏休み期間も全道技術競技大会の学習や、卓球とバドミントンの全国大会に向けて頑張っている生

徒の様子が見られました。技術競技大会では１名が全国大会（南東北大会）への出場を決めました。福祉施設で

開催される各種行事へのボランティア活動にも多くの生徒が参加しています。 

 休み明けも中学生対象の体験入学において、農業や福祉で学んだ知識･技術を活かして、親切に教えている姿

が見られましたし、３つのテレビ局において報道された高校生介護技術コンテストでは、選手の活躍はもちろん、

当番校として大会運営に携わり、後援者や協賛者、多くの事業所から来た観覧者より、本校生徒の活躍に高評価

を頂きました。また、ＪＡようてい農業まつり、留寿都村産業まつりと、地域行事へも参加しています。 

 生徒の頑張りに対し、引き続きご支援や励ましのことばをいただければ大変幸いです。 

 

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 

 留寿都高校の選手が全国大会へ！！ 卓球＆バトミントン   

 

 留寿都高校の選手が全国高等学校定時制通信制体育大

会に出場してきました。８月６日～９日に東京駒沢オリ

ンピック公園屋内球技場で卓球、８月１５日～１８日に

は神奈川県小田原総合文化体育館にてバドミントンが

開催されました。卓球部団体戦では盛瑞希さん（３年）、

岡嶋楓さん（３年）、前田ちづるさん（３年）、神原小夏さん（１年）が出

場し、惜しくも１回戦敗退。個人戦では神原小夏さん（１年）が４回戦ま

で進みましたが惜しくも敗退。バドミントンでは遠藤咲希さん（１年）が 

出場し、惜しくも一回戦敗退でした。３年生は最後の大会として全力を尽 

くし、１年生にとっては来期に向けて目標が見つかったことと思います。 

選手の皆さんお疲れ様でした。            

 

☆卓球部 盛 瑞希 さん（３年） 

 目標としていた全国大会に出場でき、たくさんのことを学ぶことができたので、 

良い経験になりました。応援ありがとうございました。 

   

☆バドミントン部 遠藤 咲希 さん（１年） 

 神奈川県の３年生と対戦し、負けてしまいましたがとても楽しく試合をすることが

できました。来年はレベルアップしてまた全国大会目指して頑張りたいです。 

 

 日本学校農業クラブ北海道連盟 全道技術競技大会   

 

 ８月１日、２日、北海道岩見沢農業高校にて、日本学校農業クラブ北海道連盟

全道技術競技大会が行われ、校内を代表して１１名の生徒が大会に出場しました。

結果は農業鑑定園芸部門で優秀賞をいただきました。大会に出場した生徒は、夏季休

業中に登校し、大会に向けての学習を熱心に行い、その成果を十分に発揮することが

できました。１０月２３日、２４日に行われる南東北で開催される全国大会に毛利ほ

のかさん（３年）が出場してきます。 

 

＜結 果＞ 【農業鑑定競技 園芸部門】 優秀賞 毛利 ほのか さん（３年） 

                        横山 基稀  さん（３年） 

毛利 ほのか さん（３年）  

 夏休みに行われた農業鑑定競技大会に参加してきました。今回の問題は難しく、

自分の解答に自信を持つことができませんでしたが、夏休みの勉強会の成果もあ

り、入賞することができました。全国大会が南東北で開催されるので頑張ってき 

ます。 

横山 基稀 さん（３年） 

 今大会のために、夏休み中に勉強会を行い、よい成果を出すことができました。 

全国大会には行くことはできませんでしたが、貴重な経験となりました。 
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 第４回 北海道高校生 介護技術コンテスト   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 令 和 １ 年 ８月 号 
（令和１年８月３１日発行） 

ＴＥＬ（０１３６）４６‐３３７６ 

ＦＡＸ（０１３６）４６‐３３８６ 

【試合前の笑顔 卓球団体】 

【 利用者様への 

   語り掛け  】 

【 報告、連絡、相談 

    働く人の基本です 】 

【 アピールタイムでは 

 素敵な声量で会場を 

       魅了！ 】 

 

【 利用者役を演じた 

 村上、穂刈（４年） 】 

【 コンテスト後の 

交流会。各校交えて 

盛り上がりました！ 】 

【 今大会は取材陣がたくさん 】 【 日頃の学び、練習の成果 

バッチリ！ 

  皆さんお疲れさまでした 】 

【留寿都代表 

     頑張ってきました】 

【表彰を受ける毛利（３年） 

       横山（３年）】 

【健闘の盛（３年）】 

【 全国から来る強豪選手 】 【 会場へ向かう松田（２年）遠藤（１年） 】 

 ８月２３日、北翔大学において、第４回北海道高

校生介護技術コンテストが開催されました。今大会

は本校が当番校ということもあり、先生方、生徒た

ちが準備に多忙な中、留寿都高校４年生のチームワ

ークにて立派な大会を開催することができました。 

大会の結果は入賞こそ逃しましたが、会場からは留

寿都高校に対する称賛の声が多数見受けられ、日頃

の学びと練習の成果が認められた内容でした。出場

した選手、補助生徒の皆様、大会準備をして頂きま

した実行委員の先生方、並びに関係者の皆様、あり

がとうございました。 

 
 ☆出場選手 山本 洸太  さん（4年） 

      久本 瑠依  さん（4年） 

      藤谷 彩夏  さん（4年） 

 

☆補助生徒 穂刈 昇汰  さん（4年） 

      牟田 龍司  さん（4年） 

      西東 憂香  さん（4年） 

      村上 桃音  さん（4年） 

      伊藤 美咲香 さん（4年） 

 



 職業体験 inルスツリゾート  

 

 ８月７日、本校生徒４名がルスツリゾート内にてハーバリウムを

販売する職業体験を実施してきました。ハーバリウムを購入者と作

成から一緒に行い、販売するということを実体験してきました。商

品を販売する難しさや楽しさを実感することができました。 

    

 

 

 

小松平 香乃 さん（３年） 

 ルスツリゾート内でハーバリウム販売ブースを設置していただき、体験を通して多

くのお客様と交流することができました。コミュニケーション力や説明をする力を高

める良い機会になりました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。 
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 留寿都高校 体験入学   

 

 ８月１７日、留寿都高校１日体験入学が行われました。各方面から中学生が来校し、生徒が熱心に

日々学んでいることを伝え、留寿都高校の魅力である農業、福祉をアピールする機会となりました。 
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 東京外国語大学留学生との交流事業   

 
 ８月２１日、留寿都高校の生徒が東京外国語大学留学生との交流事業を行いました。５名の留学生をお招き

し、留学生の皆さんの国の紹介や北海道の紹介、授業ではプリザーブドフラワーを材料にしたハーバリウム制

作を一緒に行いました。お互いの国の特徴などを知り、コミュニケーションを深め、世界が近いことを理解

し、有意義な国際交流となりました。 

 

清尾 爽太 さん（３年） 

 留学生は日本語が上手で会話がとても楽しかったです。留学生が聞きやすいように丁寧に日本語で会話でき

るように心掛けていました。もっと多くのお話をできればよいと思いました。 

 ＪＡようてい農業まつり＆留寿都産業まつり  

 
 ８月２４，２５日にＪＡようてい農業まつり、留寿都産業まつりにて本校

で収穫した野菜やハーバリウムの販売を行い、留寿都高校をアピールしまし 

た。 
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 収穫祭は、秋の収穫に対し、生命への畏敬の念を養い、次年度へ向け豊作を願う機会としています。今年度

は収穫祭単独での実施で、留寿都高校で収穫した農産物を保護者・地域の皆様に販売いたします。本年の留寿

都高校生の活動成果を地域の皆様に楽しんでいただきたいと思います。              

 

 

 

９月の主な行事予定 

日 曜日 行事内容 日 曜日 行事内容 

2 月 
 ２年生 実習（～13日） 

 ４年生 登校（～11/8日） 
26 木 

前期終業式 

収穫祭 

10 火 生活体験発表会 27 金 学期間休業 

16   月 敬老の日 28 土 学期間休業 

18 水 高大連携（福祉） 29 日 学期間休業 

23 月 秋分の日 30 月 学期間休業 

【 作成者が花を選び 

  綺麗に出来上がりました！ 】 

【 福祉コースでは車いす体験や 

          視覚障害者歩行介助などを体験  】 
【 農業コースではハーバリウム作成を体験 】 

斉木 美朋佳 さん（１年） 

 

 私は留寿都産業まつりに参加

しました。地域の人や先輩など

といろいろな話ができ、たくさ

んの方が野菜を買ってくれたの

で、とても嬉しかったです。 

留寿都高校 収穫祭のご案内 

  

安藤 美咲 さん（２年） 

 

 私はＪＡようてい農業まつ

り、留寿都産業まつりの両日参

加してきました。コミュニケー

ションの取り方など会話の勉強

になりました。先生方の指導も

受け、野菜の調理方法などを学

び、お客様にミニトマトについ

て説明をして、購入していただ

いたときはうれしかったです。

実習でもこの経験を生かしてい

きたいと思います。 

【 多くの方に購入いただきました。 

  ありがとうございました 】 

１ 日 時：令和元年９月２６日（木） ９：４０～１１：２０ 

２ 場 所：北海道留寿都高等学校 駐車場前芝生 （雨天時 体育館） 

       〒048-1731 留寿都村字留寿都１７９－１ 

   ℡ ０１３６－４６－３３７６ 

３ 内 容：農産物販売  

      （ジャガイモ、カボチャ、ネギ、その他野菜、草花など）      
       

※詳細につきましては、ホームページにも掲載いたしますので 

 是非ご覧ください。 


