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時おり 雨音が 強くな る梅雨の 季節。 ジメジ メとし た季節 ですが 、農家の 皆さん にとっ
ては 恵みの 雨です。 この雨 が降ら なければ 、田植 えができ ず、美 味しい お米も育 ちませ
ん。 自然の 恵みと時 間と人 の手を かけてお 米は育 ちます。 同じよ うに皆 さんもご 家族や
友人、 先生方に支 えられて育っ ているので すよ！〜『実 るほど頭を たれる稲穂か な』〜
さて、３年生にとって、一区切りとなる高総体が終わりました。文化部の皆さんにとっ
ては 、しお かぜ総文 祭など もあり 、まだま だ、気 を抜けな いとこ ろです が、進路 実現に
向け た準備 は始まっ ていま すか？ 気持ち の切り 替えが早 くでき た人ほ ど進路実 現の可
能性 は高く なると思 います 。自分 が進むべ き道を 早く決め ましょ う。ま だ迷って いる人
たち は、先 生方から の正し い情報 ・アドバ イスを もとに、 ご家族 とよく 相談して 自分の
進路を 決定して欲 しいと思いま す。
校内では、「挨拶であすに煌け日本一！プロジェクト」がスタートしました。３年生の職業
講話でも『あいさつ』の重要性が講師の先生から説明がありました。私たちの日常生活は全て
『あいさつ』から始まると言えます。一人ひとりが真心 を込め て挨拶 運 動 に 取 り 組 ん で い
け ば、 本当 に素 晴 らし い諌 早東 高 校に なる と思 いま す 。

滋賀県大津市のいじめ自殺問題などを受け
て、６月２１日国会で「いじめ防止対策推進
法」が成立しました。法律では、いじめの禁
止を明記し、最近スマフォを中心に利用者が
急増している「ＬＩＮＥ」などインターネッ
トによるいじめも含まれるとしています。
保健相談部では、「いじめ・悩み調査」を
年５回実施しています。第２回目を７月３日
（水）に実施します。調査用紙を自宅に持ち
帰って記入し、封筒に入れて提出します。
「いじめ」が疑われる回答には、職員が協
力して、速やかに調査し、対応する体制をとっ
ています。また、「悩み調査」は、担任の声
かけや面談に活用しています。特に深刻な悩
みについては、専門のスクールカウンセラー
(淺香先生)に面談をしてもらっています。

高校３年生の夏、到来！
６月２８日（金）、１学期末考査が終わりました。しっかり努力して受験できましたか。
努力の結果は残せそうですか。手応えはありましたか。この成績がそのまま進学、就職に向
けての調査書（内申書）の評価になります。しかし、良かった人もまだ安心はできません。
そうでない人も、まだ挽回のチャンスはあります。それは、夏の過ごし方です。将来を左右
する大きなポイントです。進路目標に向かって、真剣に考えて行動してください。７月初旬
からは三者面談が始まります。おおよその進路目標の方向は定まっていますか。努力なしで
は達成は難しいでしょう。誤魔化しは通用しませんよ。頑張ってください。また、夏休みに
は進路コース別に夏季学習会、夏季特別授業も計画しています。「高校３年生の夏」を意識
した生活を心がけてください。期待しています。東高３年生、ファイト！

６月１８日（水）生徒会役員選挙立会演説会を行いました。
会長候補には、川口絢也君（３年）副会長候補には、藤原稔卓君
（２年）渡邉怜央君（１年）が立候補しました。
３名ともに信任投票により信任され、７月より生徒会役員とし
て行事の企画・運営や、諌早東高校をよりよい学校にするため力
を発揮していくことになりました。

第６０回NHK杯全国高校放送コンテスト長崎県大会
ラジオドキュメント部門
優良賞「おとうさん ラガーマンになる！」

教室エアコンの使用について
先週から、教室のエアコンを使用
していると思います。使用について
は、休み時間や掃除時間は、窓を開
け換気を行い、無人の教室では運転
をストップするなど正しく使用し、
省エネに努めましょう。
（エアコンの費用は保護者の方々か
ら徴収していることを忘れずに！）
また、水道や電気についても節約
に努めてください。
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梅雨の 合間 の日差 しに、 今年も 暑い 夏を予 感させ る昨今 。会員 の皆 様に於 かれま しては 、益 々
の御 健勝のことと存じます。
さて去る5 月11日に、 平成25年度 ＰＴＡ総 会が開催さ れました 。御多忙の 中、参加さ れた方々 に
は 感謝申 し上げ ます。 議事 と致し まして 平成2 5年度 の予算 審議 と新役 員が承 認され まし たので お
知ら せいたします。
昨年度 は諫 早東高 校創立 三十周 年の 記念の 年で、 イベン トがた くさ ん開催 され、 会員の 皆様 に
は御 協力いただきありがとうござ いました。
今年度は、次 の10年のス タートの年 度として、 ＰＴＡ活動を
今 まで以上に 、皆様に身近 に思って頂 けるよう展 開していきま 平成25年度新役員
杉本 幸二 （3年3組）
す の で、 今 後と も 御協 力お 願 い致 し ます 。 また 、 例年 通 り、 会長
「 親 志 の 会 」の 皆 様 の 御 協 力も 頂 き 、 地 域 も 含め た P T A 活動 副会長 植田 智子 （2年3組）
（ 清掃活動や 餅つき、三年 生の金閣寺 垣製作など ）をしていき 副会長 野﨑るみ子 （1年3組）
ま すので、在 校生の会員の 皆様におか れましては 、積極的に参 副会長 平原 政博 （1年2組）
森田 瑞枝 （2年3組）
加 して頂き、 本校の生徒達 を共に支え て頂いてい ます同窓会や 監事
監事
川内 良徳 （1年1組）
地域 の方々との交流を深めて頂け ればと思います。

