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今月28日から期末考査

今年も３年生の企業就職希望者が全員内定し、進学希望者
の合格発表も順調に進み、数名の大学試験を残すのみとなり
ました。「進路かわら版」で求人数は増えているが、１次合
格率は、依然厳しい状況であるとの報告もありました。
内定通知・合格通知をもらった３年生は、４月から良いス

タートができるように、これからの学校生活で今まで以上に
学習活動・資格取得に頑張ることが大切です。３年生は月隈
祭が終われば、就職準備の一つとして自動車免許取得のため、
多くの生徒が自動車学校に入校します。いよいよ、社会人と
しての準備が始まります。気を引き締めて高校生活を送って
欲しいと思います。

「満足度１００％」の進路決定のためには、「日頃の頑張
りが進路につながる」ことを意識して高校生活を送ることが
大切です。３年生から情報収集を行って、早めに目標を持ち
努力しましょう。

月隈祭開催

１１月２～３日に月隈祭が開
催されました。公開された時間
帯には、多くの保護者に観覧し
て頂きました。生徒達が放課後
遅くまで、クラスで協力して作り （体育館に飾られた垂れ幕）

上げた力作と、生徒会、文化祭実行委員会のメンバーが企画
したステージ発表などで大いに盛り上がりました。また、学
科展示にも、多くの保護者や関
係者が見学に来てくれました。
また、食物バザー等で多くの保
護者の方々にご協力して頂き、
美味しく頂くこともできました。
生徒、職員，ＰＴＡの協力で楽
しく充実した月隈祭になりまし
た。ありがとうございました。

（展示最優秀賞 Ｆ２ みなもと）

【垂れ幕部門】 【クラス展示部門】
１位 建築土木３年 １位 林 業２年
２位 電 気３年 ２位 林 業３年
３位 建築土木２年 ３位 建築土木３年

10月未施錠 ２学年・機械科ゼロ

10 月の自転車未施錠は 自転車未施錠延人数(～ 9/28)
先月の延べ 19 人に比べて
大幅に減少し延べ 12 人と 10 月 Ｆ Ｍ Ｅ ＡＣ 学年計
なりました。防犯意識が
高まり、大変立派です。 １学年 ４ ０ １ ２ ７

特筆すべきは、２学年
４クラス、機械科３クラ ２学年 ０ ０ ０ ０ ０
スは未施錠ゼロで１ヶ月
頑張りました。「良い習慣 ３学年 １ ０ １ ３ ５
は財産」です。朝の気温
が下がり、時間ぎりぎり 学科計 ５ ０ ２ ５ 12
に登校する姿が見られま
す。早めの登校を心掛け、 ｾﾞﾛの日 10/2,11,12,16,17,18,20,
「鍵かけ１００％」を目 23,27,30 (10 日)
指しましょう。

第７回目の頭髪服装検査
一次合格80.0％（前回94.8％）

１０月１６日（月）に第７回目の頭髪服装学年検査を行い
ました。３年生の就職試験、体育大会、中間考査が終わり少
し気が緩んでいるのではと思われる結果となりました。
３年生が 72.7 ％、２年生が 90.5 ％、１年生が 76.0 ％と前回
より全学年とも低い結果となりました。
特に３年生の就職希望者は、全員が内定し大変嬉しく思い

ますが、内定がゴールではありません。今から必要とされる
人財になれるように、さらに人間性に磨きをかける必要があ
ると思います。１、２年生は進路決定に向けて校則を守り、
「満足度１００％」の希望進路達成を目指しましょう。

本校の頭髪服装は、「いつでも就職試験を受けられる身な
り」が基本であるので、今月末の２７日に行われる検査では
全学年１００％になることを期待しています。

頭髪服装検査合格者数

１年生 ２年生 ３年生

Ｆ Ｍ Ｅ ＡＣ Ｆ Ｍ Ｅ ＡＣ Ｆ Ｍ Ｅ ＡＣ

出席 39 40 39 40 39 40 39 40 32 39 31 37

合格 23 34 32 31 32 37 37 37 15 34 25 27

運動部、文化部 各種大会で大活躍

10 月より新チームの新人戦や、文化部の発表会が行われ
ています。各部とも、放課後や休日に頑張った成果を発揮し
て、優秀な成績をおさめ上級大会への出場資格を得ています。
今後も各部の新人戦が行われ、活躍が期待できますので、

ご声援をお願いします。

【県新人大会上位入賞】
ソフトボール 優 勝（全国・九州大会出場）
相 撲 団体 ３ 位

個人 無差別級 優勝 岩元 優樹(M2)
80 ～ 100kg 級 優勝 本松 孝大(M1)

２位 大庭 優勝(AC1)
ボクシング ライト級 ３位 武内 晴信（AC1）

【文化部入賞】
吹奏楽部 第 35 回 九州マーチングコンテスト 銀賞
林業クラブ 森林・林業の技術交流発表会 優秀賞

黒木いろは、梅木優作、河津海斗(F3)
電気クラブ 第 29 回全日本ロボット相撲 九州大会
高校の部 第３位 梶原 新世、中野 光太郎（全国出場）

今後の予定

１１月１０日（金） 千年あかりボランティア
１１月１４日（火） ふれあい登校指導
１１月１５日（水） ２年学年ＰＴＡ
１１月１６日（木） １年学年ＰＴＡ
１１月１７日（金） 第 77 回計算技術検定試験
１１月２６日（日） 危険物取扱者試験
１１月２７日（月） 頭髪服装検査 防災避難訓練
11/28（火）～ 12/1（金）期末考査
１２月１日（金） 生徒会役員立会演説・選挙



交通安全名人コンクールについてお願い 生徒指導部

本校は挨拶、清掃が素晴らしいと評判の学校です。最近は、自転車未施錠数も減ってきました。さらに自転車交通

マナーについても交通ルールを遵守し、自転車運転マナーアップを目指して欲しいと思います。

年度内「無事故・無違反」で本校の評判をさらに上げるべく、下記コンクールに参加します。自分の身を守るため

の取組であるので、全生徒の、理解と協力をお願いします。

第１回 大分県高等学校 目指せ日本一！交通安全名人（自転車無事故無違反）コンクール

１．目 的

大分県内の高等学校を対象として学校単位での白転車事故無違反コンクールを実施し、生徒の

交通ルール遵守と自転車蓮転マナー向上を推進し、交通安全意識の高揚と交通事故防止を図るこ

とを目的とする。

２．主 催 大分県交通安全推進協議会

共 催 大分県教育庁学校安全・安心支援課、大分県警察本部交通企画課、（公財）大分県交通安全協会

３．実施期間 平成２９年１１月１目（水）から平成２９年１２月３１日（日）（２ケ月間）

４．参加資格 県内の高等学校

５．無事故無違反の基準
（１）無事故の基準 ①生徒からの自転車事故報告がないこと

②自転車事故による日本スポーツ振興センターへの申請がないこと

③大分県内における自転車事故の当事者がいないこと

（２）無違反の基準 ①警察からの自転車指導警告カード交付がないこと

（３）学校の登下校に限らず、全ての自転車事故について上記（１）（２）は、適用

ＳＮＳ、ブログのトラブル防止について 生徒指導部

最近本校で Twitter ､ FaceBook ､ Instagram ､ Youtube などでいろいろな写真や動画を投稿しトラブルになる事例が

多く発生しています。「公開範囲」を絞って投稿したのに、なぜか２ちゃんねるなどのネット掲示板にその投稿内容がコ

ピペされて流出するケースもあり、炎上・トラブルになることもあります。「ＳＮＳ」や「ブログ」の投稿時には、細心

の注意を払い、トラブルにならないように心掛けましょう。

○許可を得ずに撮影した第三者が写った写真を投稿し、その被写体の人とトラブル
自分の知らない間に自分の写真が撮られ、ＳＮＳやブログなどで世界中に発信されるということは、大半の人が

気分が良くないことと感じています。

また、法律的にも、被写体の人は「肖像権」という権利を持っていて、自分の意思に反して写真を「撮らせない」

撮られた写真を自分の意思に反して（公開範囲に限らず）公開「させない」ことができるようになっています。

第三者（自分以外の全ての人）を被写体とする時には、事前に、撮影することやＳＮＳやブログに掲載すること

について許可をもらうようにしましょう。

○他人の SNS やブログ、Google や Yahoo などで見つけた写真を投稿し、

その写真の撮影者とトラブル
自分が撮影した写真を他人に勝手に使われたり、またその上でその人が「自分が撮影した写真だ」などと言った

りすることを何とも思わない人は少ないと思います。法律的には、撮影された写真や描かれた絵画、書かれた文章

などには「著作権」という権利が発生しており、基本的にはその著作物を作った人が「著作権者」として著作物を

公開したり、その著作物の作成者・著作権者であることを公表する権利を持つことになっています。つまり、イン

ターネット上で見つけた写真を勝手にコピペなどして使うことは、基本的にはやってはいけないこと、という認識

でいることが必要です。

身の回りには、著作権や肖像権のあるもので溢れている
年齢を問わず多くの人々が利用している動画共有サイトですが、子供たちがアニメや映画などを無許可でアップロードしてしまい、著作権

侵害となるケースが起きています。公開だけでなく、違法だと知りながらダウンロードすることも（個人で楽しむ範囲であっても）２年以下

の懲役、または 200 万円以下の罰金が科される犯罪行為となります。また、ＳＮＳで自分のプロフィール欄に有名人の写真を利用する、友

人の写真や動画を許可なく掲載するといったことは肖像権の侵害に当たるので十分に気を付けましょう。

総務省総合通信基盤局消費者行政第一課「インターネットトラブル事例集」より

保護者の皆様も、本校行事の動画、写真の投稿等は細心の注意を

払っていただくとともに、生徒たちの指導をお願いします。


