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５月１６日（水）より中間考査

１年生が入学し、２週間が過
ぎました。昼休みに巡回すると、
１年生が机を寄せ合い、昼食を
大人数で仲良く、楽しく食べる
姿が多く見られます。高校生活
にも徐々に慣れ、学習活動、部
活動にも意欲的になっていると
嬉しく思います。 （昼食を楽しむ１年生）

今週末の３連休、、２日間登校して４日間のＧＷと、休日
が多くなります。本校生のほとんどが部活動生で、県総体に
向けて練習や遠征などが計画されていると思います。
来月の１６日（水）から１８日（金）まで、中間考査が実

施されます。新学期、授業で学習した内容から出題されます
ので、早めに取り組み、計画的に試験勉強を行うように、ご
家庭の方でもご指導をお願いします。

第１回目の頭髪服装検査
一次合格率75.0％

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」が基本です。企業の方も多く来校し始め、本校生の挨拶、
身なりの評判は概ね良好です。常日頃から将来に進路を見据
え、身だしなみで林工の評判を落とすことのないように一人
ひとりが心がけて欲しいと思います。
今回の一次合格率は、１年生 63.8 ％、２年生 78.3 ％、３

年生 83.0 ％と、少々残念な結果でした。
本校では、月に 1 回必ず頭髪服装検査を行います。本校は、

毎年就職希望の生徒が多いので、頭髪服装を整備することが、
学習活動を真剣に行うのと同じくらい重要と考えています。
不合格者については、再検査、生徒指導部による検査を段階
的に行い、それでも指導に従わない場合は、保護者に学校に
来てもらう場合がありますので、必ず１回で合格するように
しましょう。
２回目の頭髪服装検査は、５月１４日（月）に行います。

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

在籍 40 40 40 40 37 40 40 40 40 40 39 40

合格 27 25 26 24 17 35 35 36 33 37 30 32

外見は中身の一番外側
「人は見た目では判断できない。」という言葉がありますが、進路決

定の面接では、見た目の善し悪しが重要になります。

３年生の進路決定を目前に控え、進路の関係で外来のお客様が多く

なる季節になりました。この時期にこそ、本校の伝統である「あいさつ

・礼儀」「清掃」「身なり整備」に重要な意味があることを考えて欲しい

と思います。

「専門高校の進路決定は、評判が命！」です。１年生の評判を上げ

ることが、３年生の応援にもなり、自分たちの将来にも好材料となる

ことを理解して頂きたいと思います。

10分間の朝学習

本校では毎日、８時２５分か
ら１０分間の朝学習を計画的に
取り組んでいます。１、２年生
はマナトレ、３年生は就職試験
対策を実施しています。マナト
レは授業へ向けて、ウォーミン （マナトレに取り組む１年生）

グアップとして脳を活性化させるために「学び直し」学習を
行うものを購入し実施しています。３年生はＳＰＩの問題集
に取り組んでいます。
「継続は力なり」で、毎日着実に取り組み、習慣化させ、

希望進路達成目指して努力することが大切です。
「能力の差は小さいが、努力の差は大きい」ということわ

ざがあります。要は、自分に「やる気」があるかどうかです。
今が自分を成長させるチャンスだと考え、前向きに取り組み、
希望進路達成に向け基礎学力を身につけましょう。

定期健康診断実施

年度初めの健康診断を実施
しています。

健康診断は自分の体のこと
を知るチャンスです。今後の
高校生活を元気に頑張ってい
くためには、心身共に健康で
あることが第一です。 （聴力測定をする１年生）

心臓検診（１年生のみ）、検尿、スポーツテスト・身体計
測、内科検診を行います。心配事があれば早めに病院での受
診をお願いします。

萩尾公園での歓迎遠足

４月２０日（金）、絶好の遠足日和の中で１年生の歓迎遠
足が行われました。９時にグラウンドで出発式を行い、萩尾
公園まで各科毎に歩いて行きました。
公園到着後は、学科毎の歓迎会が行われ、２，３年生が１

年生のために準備したゲーム
等を行いました。多くの先生
方が参加したゲームは大変盛
り上がり、生徒や先生方の笑
い声が響きわたっていました。

１年生も、林工の先輩に親
しみを感じ、科の団結力も強
くなった１日になり、林工の
良い伝統に満足げでした。

（コーラを飲むＭ科中野先生）

今後の予定

５月 ８日（火） ふれあい登校指導
５月１２日（土） ＰＴＡ総会
５月１４日（月） 全校集会・頭髪服装検査
５月 16（火）～ 18 日（木）中間考査
６月 １日（金） 衣替え
６月２（土）～４日（月） 県高校総体）
６月５日（火） 頭髪服装検査・歯科検診



４月２３日（月）１限目に「校則について」というＨＲＡ
を行い、林工の校則について確認し、校則がなぜ必要かを考
えました。希望進路達成１００％を目標に、企業から求めら
れる人財を目指すためにもルールを守ることが重要です。
保護者の方々のご理解ご協力をお願いします。

日田林工高校 頭髪・服装規定(男子)

頭髪について

ロングヘアー・リーゼント・パーマ類・脱色・染色は禁止

眉の変形、眉毛抜き、耳の穴あけは禁止

もみ上げは耳の穴より下がらない

横髪(頭の左右)は、耳の上端にかからない

襟足はカラーにかからない

前髪は、目にかからない

服装について

制服は、黒の標準学生服とし、襟章、学年章をつける

第一ボタンを必ず留める

長ラン、短ランの禁止（上着の丈が、袖口より短いものは×）

（上着の丈の長さは、指の第 2 ～ 3 関節までが理想的）

ズボンを正しい位置ではき、裾が擦りきれないようにする

ベルト・ソックスは華美でない色のものとする（単色）

その他

アクセサリー・ネックレス・ブレスレッド・リング

・ピアス等の装飾品は禁止

日田林工高校 頭髪・服装規定(女子)

頭髪について

パーマ類・脱色・染色・付け髪、特殊ヘアースタイルは禁止

前髪は、目にかからないようにする

リボンは、黒・茶色・紺・地味なものにとする

眉の変形、眉毛抜き、耳の穴あけは禁止

制服について

服装は、学校指定服とし、所定の位置に校章をつける

上着の前ボタンをしっかりと留め、リボンをきちんとつける

スカート丈は、膝の範囲内とする(ひざまづいて５ｃｍ以内)

ソックス・タイツ類は華美でない色のものとする（単色）

その他

つけまつげ、カラーコンタクト、口紅、香水、マニュキア等

の化粧禁止

アクセサリー・ネックレス・ブレスレッド・リング・ピアス

等の装飾品は禁止

携帯電話の規定について

１．基本的使用について（フィルタリング済みのみ持込許可）

①携帯電話は、許可制として校内の持込みを認めている

②本校敷地内に入る前に電源を切り、常にカバンの中に入れて

おき、敷地内での使用や所持をしない

③携帯電話の保管・管理は、自己責任で行う

④本校敷地内では『 ルール 』を守り、敷地外では『 マナー 』

を遵守する。

（歩行中、自転車運転中は厳禁、列車内などの使用は控える。）

２．特別指導について

①本校敷地内での使用や所持があった場合は、ＨＲ担任が１週

間以上の預かり，保護者に直接返却する

（２回目、３回目についてはより厳しい対応を考える。）

②自転車運転中の使用は、ＨＲ担任の 1 週間以上の預かりとす

る（道路交通法違反）

③歩行中は、携帯電話を使用しない。（ＨＲ担任の 1 週間以上の

預かり）

④「許可願い」未提出者の所持は、ＨＲ担任の 1 ケ月間の預か

りとし、その後、許可願いを提出する

⑤悪質な書き込みや無断使用や無断持ち出しなどの行為は、特

別指導措置とする

⑥考査中の使用や所持は、不正行為とみなし、特別指導措置と

する

貴重品（現金）の管理について

（１）不必要な現金や貴重品は学校に持ち込まないこと

（２）納入金などの現金は、朝のうちに提出すること

（３）貴重品は身に付けておくように心がけ、必要な場合は担

任の先生に預かってもらうことなどを考えること

（４）教室を離れる場合には、施錠を絶対に忘れないこと

（５）他のクラス（教室）に入らない取組みを徹底すること

・他クラスの生徒との用事は廊下で済ます

（６）他人の物に手をつけるような行為を「しない、させない」

ために、生徒全員が盗難防止を心がけ、絶対に許さない心と目

を持とう(何かあれば、必ず担任や先生方に報告をする事)

生徒指導部より各種集会実施

学期始めと言うことで、下記の集会を実施しマナーとルー

ルについて確認を行いました。地域から愛される林工生を目

指して、自覚のある行動を心掛けて欲しいと思います

列車通学生集会

・乗車マナーについて

・自宅から 寄り駅、日田駅から林工までの

自転車通学マナーについて

・駅での駐輪マナーについて（駐輪場所、施錠等）

原付バイク通学生集会

・ステッカーはバイク後部泥除けの見やすい位置と

ヘルメット前部に貼り付ける

・ バイクの使用は通学に限る

※ 遊び乗り・バイクの貸しは、禁止する

・保守・点検は、自主的に行う（改造は、厳禁とする）

タイヤの摩耗に注意！！

・ヘルメットは、学校指定のものを購入し着用する

※ 規格ＳＧマーク付のＺ・Ｆ型で白色とし、

シールドは透明とする

・運転は、交通法規を守り、安全運転の励行に努める

・制限速度３０ km/ｈを遵守する

女子集会

１．林工乙女として品位ある服装・頭髪を心がけよう

・いつ頭髪服装検査を行っても合格し、いつでも就職試

験を受けられる身なりであるように心がけましょう

２．自分の身を守る行動について

・明るいうちに帰宅する

★夜間徘徊・外泊は厳禁です

・スキをつくらない（見た目で勘違いされない工夫）

・声をかけられても無視する

・追いかけられたら、車なら逆方向に逃げる。知らない

家でも飛び込んで助けを求める

★万が一被害にあったら、すみやかに家族や先生に

相談しましょう。決してあなたが責められるもの

はありません

・スマートフォン、ＳＮＳの使用マナーを守り、トラブ

ルに巻き込まれないようにする

下宿生集会（後日実施予定）

・下宿先の規則を守る

・基本的生活習慣の自己確立

・感謝の気持ちを忘れずに

今月末より大型連休となります。校則を守り、
林工生としての自覚を持ち、規則正しい生活を
心掛け、交通事故にあわないように注意しまし
ょう。（交通事故の場合は、警察・ＨＲ担任に連
絡をすること。）条令により、２１時までに帰宅
すること。集会、キャンプ、登山、サイクリン
グ、旅行を行う場合は計画書を担任に提出し許
可を得る必要があります。


