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今月26日から期末考査

１１月も半ばとなり、朝夕の気温が下がり冬間近といった
季節になってきました。生徒達はマフラーや手袋などで防寒
を行い、冷え込む日の多い中、元気に登校しています。
さて、３年生の進路も企業就職、公務員、進学と順調に決

まっています。今年度の就職一次合格率は98.3％と、オリン
ピック需要の好影響もあったのか非常に良い結果でした。
内定通知・合格通知をもらった３年生は、４月から社会人

としての良いスタートができるように、これからの学校生活
が今まで以上に充実したものになるように学習活動・資格取
得に頑張りましょう。期末考査後には就職準備の一つとして、
自動車免許取得のために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。
１、２年生は、「日頃の頑張りの全てが進路につながる」

ことを意識して、早めに目標を持って毎日の学習活動、部活
動、資格取得など、バランス良く頑張ることが大切です。来
月には３年生が「進路報告会」を実施してくれます。早めに
３年生から情報収集を行い「満足度１００％の進路決定」を
目指しましょう。

10月未施錠 ゼロが6ｸﾗｽも激増

10 月の自転車未施錠は 自転車未施錠延人数
先月より11人多くなりま
した。気温が下がり、時 10月 Ｆ Ｍ Ｅ ＡＣ 学年計
間ギリギリに登校する生
徒が多くなっているのが １学年 ５ １ ２ ０ ８
影響していると思います。
遅刻者も多くなってい ２学年 ０ ０ ０ ２ ２

ます。規則正しい生活で、
欠席・遅刻のないように ３学年 ０ ２ ２ ０ ４
しましょう。交通事故に
あわないためにも、時間 学科計 ５ ３ ４ ２ 14
に余裕を持って登校する
ことを心掛けましょう。 ｾﾞﾛの日 （１２日／２１）

第７回 頭髪服装検査
一次合格91.6％（前回91.7％）

１１月５日（火）に第７回の頭髪服装学年検査を行いまし
た。更衣後の最初の検査で、中間考査終了後の気の緩みが心
配でしたが、一次合格率は３年生は91.0％が、２年生が94.3
％、１年生が89.4％と合格率が高く良い結果であったことを
嬉しく思います。本校の就職が良いのは、卒業してからの先
輩達の頑張りが大きなプラス要因となっていると思います。
「良い伝統の継承」目指して、「いつでも就職試験を受けら
れる身なり」を平素より心掛けて欲しいと思います。

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 34 40 37 40 40 40 40 39 36 40 40 40

合格 27 35 36 37 38 37 39 36 30 39 34 39

千年あかりボランティア

１１月８～１０日に「千
年あかり」が行われ、豆
田町に竹灯籠３万本が並
べられ、１０万人の人出
があったとニュースに流
れました。
本校は毎年、全校生徒

で花月川河川敷に１万本
余りの竹灯籠の設置を行
います。また、３日間の （竹灯籠オブジェに点火するＦ３生徒）

点火、片付けなどを行い、多くの生徒が休日にもかかわら
ず，夕方の点火などに自主的に参加し、日田市のイベントの
成功のために尽力しています。 毎年テレビ取材の多い林業
科の竹灯籠のオブジェが、今年も見事で、多くの観光客の目
を引いていました。今年も、多くの林工生のボランティア活
動で、素晴らしい「千年あかり」が３日間実施できたと、多
くの人から賞賛の言葉をもらったようでした。

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、野球部１年生大会、文化
部の大会などが行われました。各部とも、放課後や休日を使
い努力した成果が現れ、優秀な成績をおさめ上級大会への出
場資格を得た部が多くあります。今後も上級大会での活躍が
期待できますので、ご声援をお願いします。

第30回大分県高校野球１年生練成会 第３位
第72回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高校選手権大会県予選 第３位
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｲｺﾝｶｰﾗﾘｰ2019 大分大会（九州大会出場）

ﾍﾞｰｼｯｸｸﾗｽ ３位 比嘉明央・石谷凛太郎(E3)
〃 ５位 原田匠海・伊藤 伴 (E3)

ロボット相撲九州大会（全国大会出場）
ラジコン型 第４位 古城 凛・平川創太(E2)
自 立 型 第５位 小田陽向・佐藤蒼馬(E2)

弓道部 大分県高等学校弓道選手権 団体 男子第３位
【県新人大会上位入賞】

ソフトボール 準優勝（九州新人大会出場）
相 撲 団体 準優勝〈九州新人大会出場）

個人 無差別級 第３位 江田基騎（AC２）
100kg級 第１位 岩元虹樹（Ｍ２）
80kg級 第３位 河津力源（Ｆ２）

今後の予定

１１月１８日（月） 繰替休日：月隈祭11/16
１１月１９日（火） 生徒会役員選挙・人権保健講話
１１月２０日（水） 第81回計算技術検定
１１月２３日（土） 第27回産業教育フェア(別府)
１１月２４日（日） 危険物取扱者試験
11/26（火）～29（金）期末考査
１１月２９日（金） 校内地元企業説明会（２年生）
１２月 ２日（月） 進路報告会
１２月 ９日（月） 防災避難訓練
１２月１０日（火） ふれあい登校指導・Ｆ２事業所見学

１２月１１日（水） 頭髪服装検査
12/16〈月〉～20（金）２年生修学旅行
１２月２３日（月） クラスマッチ
１２月２４日（火） 終業日



本日より 第19回月隈祭 開催

本日より月隈祭が開催されます。明日１６
日は一部が公開され、多くの保護者や関係者
が多く来校予定です。今年も生徒会、文化祭
実行委員を中心に計画した出し物、クラス展
示（右表）、学科展示、ＰＴＡによる食品バ
ザーなど企画が満載です。
一般公開される観覧時間は9:30～13:00、

です。生徒たちが頑張って準備したクラス展
示、学科展示を是非ご覧ください。

ﾃｰﾏ １年生 ２年生 ３年生

Ｆ科 ジブリアート ウッド 和の匠
バーニング ～祈願～

Ｍ科 アルミワイヤ Ｔｈｅ 鐵男 日田の伝統
ークラフト

Ｅ科 電気屋敷 電伝電気 日田駅

AC科 東 京 林工校舎 Completion
２０２０ ２０１９ （完成）

防寒について 生徒指導部

日ごとに気温が低くなり、寒さも増してきました。
つきましては、冬季の服装に関する本校のきまりについて確認します。

（１）マフラー・手袋の着用（派手な色等は控える）
・マフラー・手袋・イヤーマフラーの使用は、登下校時のみ可能です。
・昇降口で外すようにして下さい。校舎内では着用できません。

（２）帽子類の利用
・運動帽や毛糸の帽子の着用は禁止です。
（部活動の帽子は活動の時間内のみです。）

（３）ジャンバー・コート類の利用について
・本校には学校指定のコートはありません。
・一般通学用に、ジャンバー・コート類を着用することは原則できません。
・ただし、中学校の指定コートで黒か紺色系統のものを継続して利用する場合は
利用を認めます。

・単車通学生は、通学時のみに限り安全運転に配慮したジャンバー類の着用を許
可します。ただし、校舎内では着用しないこと。

（４）その他
・学生服の襟からフードなどを出したりしないこと
・男女とも、制服のすそからシャツやトレーナー・カーディガンなどを出さない
ことは当然の身だしなみ

女子生徒の膝掛け使用について

１．華美なものや膝掛けとして好ましくないものは許可しない。
２．原則として教室（クラス）での使用とし、移動教室の場合は担当者が許可し
た場合に限って使用を認める。
・集会時の利用は禁止する。（体育館へは原則持ち込まない。）
・担当者が許可しない場合の移動教室での利用は禁止とする。

（教科担当の先生が許可した場合は利用可能）
（移動教室とは、選択教室や特別教室、各実習室など）

・考査時の利用は禁止する。
・教室移動の際は、膝掛けをバッグに入れるか折りたたんで持ち運ぶ。
・廊下など許可された場所以外で使用した場合は没収とし、許可を取り消すこ
とがある。

３．防寒対策のためには、ストッキングを利用したりスカートを短くしないなど
必要な努力も行うこと。（ストッキングに靴下をはくことは可、タイツに同系色
の靴下をはくことは可、華美にならないように配慮すること）

身だしなみを整えて、大人の自分を育てよう


