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高校総体

速報

本年度は新型コロナウイルスの影響により第68回大分県高等学校総合体育大会の開会式が中止となり
ました。その後の状況によっては大会そのものの開催が出来なくなる可能性がありましたが、日程やルー
ルを調整しながら行われる方向となりました。その為、大会日程も各競技ごとに異なり、先ずは７月３・
４日ソフトテニス競技が先陣を切りました。
大会に参加する選手達はどの競技においても同様に、充実したトレーニングや練習が困難である事は予
測されます。そんな中でも今持っている各自の力を精一杯発揮し、最後まで楊志館魂を貫き通して欲しい
と楊高生全員で応援しています。
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大会日程の都合により、すべての部活動の結果を掲載できませんでした。次号に続きます。

Information and Communication Technology

ＩＣＴ教材導入について
教頭 波多野

克

士

最初のＩＣＴ教育の歴史は、2005年に文部科学省
が公立学校にパソコンやテレビを導入し、ＩＣＴ環境
整備事業の展開を始めました。現在は、文部科学省が
「１人１台端末環境は、もはや令和の時代における学
校の『スタンダード』」だと示し、
「ハード・ソフトの
両面からの教育改革」としてギガスクール（Global and
Innovation Gateway for All）構想が進められています。
そのような中、本校も令和元年度初期導入として、
２号館全館、３号館２階にＷi-Ｆi環境の整備とi-pad
（１クラス分 40名＋教員 １名分）を準備することが出
来ました。
今後は、まずは私たち教員が、この環境とツールを
如何に有効に使い、生徒に興味を持たせ、わかり易い
授業を行えるようするかを職員研修等を通してスキル
向上に努めていきたいと考えています。
現在、今後の導入のために研究の兼ね詳しい教師に
より授業で利用し、研究をしているところです。これ
までの授業では、板書を写すことに集中してしまい、

内容の理解に集中できない等もありましたが、今回タ
ブレットを使うことで、先生は画面に板書内容を呈示
し、生徒は説明に集中することで理解が深まっている
ように感じました。さらに、従来学習の確認のための
ミニテストや練習問題の指示をして、その確認を全員
すぐ様に行うことは、かなり難しいものでした。しか
し、タブレットを使うことで、簡単に全員に練習問題
等の配布回収することが出来るために、生徒全員の参
加状況が確認が出来、個人のつまずきも確認できるな
どの細かな指導することも可能となってきます。
今後は、実験などをタブレットを利用して画面で見
たり、教科によっては実習の様子を動画撮影すること
で、これを繰り返し見ながら復習することも可能にな
りました。
また、本年度はコロナウイルス感染防止の為に休校
が余儀なく強いられました。１人１台の通信環境が各
家庭で準備出来るようになれば、ＴＰＯに応じたオン
ラインでの授業が当たり前の世の中になっていくこと
は否めません。現在、本校は、教育機会の格差を生ま
ないために具体的な計画を進めていませんが、検討を
始める時期は、そんなに遠くないように感じます。

Global and Innovation Gateway for All

Victory

第68回 大分県高校総合体育大会
ソフトテニス部

令和２年７月３・４日（場所：昭和電工テニスコート）
男子ダブルス
ベスト１６
女子ダブルス
ベスト８

平川
宮辺

涼太（3AB /別府北部中）
一成（2Me1/挾間中）

甲斐
西畑

里咲（３J /大東中）
舞音（３AB/稙田東中）

おめでとう!

令和２年度
第64回 ビジネス文書実務検定
令和2年7月5日実施

合格者

1級（ビジネス文書部門）倉原

架恋 （３J /稙田東中）

2級（ビジネス文書部門）佐藤

綾香 （３J /戸次中）

2級

山口

里実 （３J /王子中）

3級

合計 １２名 合格

陸上競技部

令和２年７月12・13・14日（場所：昭和電工ドーム）
男子400mH
第３位 坂本 雄哉（２K1/鶴見中）
第５位 井村 智樹（２Me1/浜脇中）
男子４×400mR
第４位 第一走 伊﨑
翔（3L2/上野ヶ丘中）
第二走 堤
海翔（３L２/大在中）
第三走 井村 智樹（２Me1/浜脇中）
第四走 坂本 雄哉（２K1/鶴見中）

女子400m
第２位 藤澤 華音（３AB/城東中）
女子走り高跳び
第４位 甲斐田 結（３L１/日出中）
女子４×400mR
第４位 第一走 大迫 悠姫（２K２/戸次中）
第二走 藤澤 華音（３AB/大在中）
第三走 三重野琳子（２K１/山の手中）
第四走 蛯原 来美（１C/佐伯南中）
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普通科 進学コース

学力の養成

進路達成

徳育教育

大学・短大・専門学校への進学
をめざし、入試に対応できる学
力の定着を図る。

進路を早期に具体化し、受験指
導を徹底することで、希望進路
を達成する。

◎少人数制による解りやすい
授業。
◎主要５教科に重点を置いた
カリキュラム。
◎７限目と長期休暇中の補習。

◎学校説明会やオープンキャ
ンパスへの積極的な参加。
◎外部（進研）模試での学力
の確認と対策。

校是である【礼儀・感謝・奉仕】
のもと徳育に重点を置き、
感性豊かな人材を育成する。

必要なマナーやコミュニ
ケーション能力を身につける。
〔思いやり・挨拶・返事・笑顔・
言葉遣い・身だしなみ・立ち居
振る舞いなど〕

☆各種検定試験に積極的に挑戦するよう指導しています。
［３年生 15名］ ◎漢字検定 準２級
（３級以上）
３級
◎英語検定
２級
準２級
３級

３名
５名
１名
２名
７名

◎全商英語検定
◎数学検定
◎理科検定

３級
準２級
３級
３級

15名
３名
１名
３名

◎ニュース検定
◎秘書技能検定
◎日商簿記検定

３級
２級
３級
３級

１名
１名
７名
１名

強化部に入っている生徒が多く、県大会で優勝し九州大会で活躍する生徒もいます。
学習との両立をしっかり行って、希望する大学等に進学しています。

◎大分県立看護科学大学

◎日本文理大学工学部情報メディア学科・経営経済学部経営経済学科

◎別府大学文学部国際言語・文化学科、人間関係学科
◎近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科
部

体育学科
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◎拓殖大学商学部経営学科

◎国際武道大学体育学

◎大分医療事務専門学校

文理大学医療専門学校
学校

◎九州産業大学商学部

◎別府大学短期大学部初等教育科

学科・作業療法学科
学校鍼灸学科

◎第一薬科大学

◎大分医学技術専門学校柔道整復師科

診療放射線学科・臨床工学科・臨床検査学科

◎麻生看護大学校

◎大分県警察

◎藤華医療技術専門学校看護学科・理学療法

◎ハリウッド美容専門学校

◎日本

◎九州医療スポーツ専門

◎福岡リゾート＆スポーツ専門

普通科 医療事務コー ス

医療事務のスペシャリストを目指す

高校卒業後は、隣接する大分医療事務専門学校へ進学し、５年一貫教育で、医療事務のスペシャリスト
を目指すコースです。独自の充実したカリキュラムを実施しており、医科だけでなく専門学校では、歯
科・調剤薬局・介護といった４つの分野が学習でき（大分県内では本校のみ）全国各地の医療機関で即戦
力として活躍する人材の育成を目指しています。
今年は新たに16期生10名の新１年生を迎え、２年14名、３年12名総勢36名のコースです。

コ ースの目 標 ・ 取 り 組 み
＊徳育教育に重点を置き、学校行事を通じて現場で必要なマナーやコミュニケーション力を身につける。
＊各種検定に積極的に取り組む
１年生 → 秘書技能検定３級、商業英検３級 など
２年生 → 秘書技能検定２級、情報処理、簿記、電卓

など

＊３年次で医療秘書３級、医療事務管理士の検定合格100％を目指す
昨年度は医療秘書２級も受験者全員合格し、成績優秀校にも選ばれています。医療秘書検定を高校
生で受験できるのは本校だけです。

５ 年後の主 な 就 職 先 （過去３ 年 間 ）
オアシス第一病院／天心堂へつぎ病院／宇野内科医院／津久見中央病院／ふじしま整形外科／安東調剤
薬局／大久保内科／千嶋病院／大分記念病院／おかもと糖尿病内分泌クリニック／市ヶ谷整形外科／
そうごう薬局／うえお乳腺外科／谷村胃腸科小児科医院／内山クリニック（東京）／鈴木こどもクリ
ニック
（東京）／やました甲状腺病院（福岡）／BOOCSクリニック
（福岡）／えいらく歯科（福岡）／きよみ
歯科（大阪）

医療従事者への感謝
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保護者、生徒

各位

令和２年度

夏季休業中の生活注意事項
楊志館高等学校

生徒指導部

今年度の夏休みは、新型コロナウイルス感染防止の休校措置を補うため、８月６日〜８月24日の
19日間となりました。例年より短い休み期間となりましたが、計画的で規則正しい生活を送りま
しょう。特に生活面においては、節度ある生活行動を心がけ、問題行動がないように十分注意して有
意義な夏休みにしましょう。
今年度は下記の生活注意事項のほぼ全項目にわたりコロナウイルス感染防止対策が必要となります
が、文面の関係から一項目毎の対策の記載は割愛させていただきます。コロナウイルス対策を講じた
上での各項目内容の確認・遵守をお願いいたします。
また、このプリント内容は７月13日時点のものであるため、その後の厚労省・文科省・大分県等
からの通達により、保護者の方への連絡が必要となる下記注意事項の変更が生じた場合は、緊急メー
ル等でお知らせします。

１．家庭生活について
常に本校生徒らしい、節度ある態度で行動すること。

２．学習について
課題を計画的にこなすとともに不得意教科の克服に努める。

３．外出について
（１）登校時や学校生活の延長と考えられる場合には必ず制服を着用してください。その他も制服
が望ましいが、私服の場合は、高校生らしい清楚なものとし、常に身分証明書を所持してお
いてください。
（２）保護者同伴以外の外出は男子：午後９時まで、女子：午後８時までに帰宅してください。
（３）外泊は保護者の責任の元のもと、やむを得ないと判断したときのみとします。
（４）立ち入り禁止場所への立ち入りは禁止します。
（ゲームセンター・パチンコ・マージャン店・カラオケボックス・インターネットカフェ、
その他不健全な娯楽施設、日没後の公園や寺社など）

４．アルバイトについて
（１）許可願を提出すること。(１年生は原則禁止)
（２）収入については家庭で十分話し合うこと。
（３）帰宅時間は男子午後９時まで、女子午後８時まで。
（４）禁止のアルバイト（風俗営業・酒類を扱う店・その他危険を伴うもの）
※アルバイト先のコロナ対策を遵守し、不十分である場合は保護者・生徒にて安全確保の対
応をとるようお願いします。

５．交通について
（１）免許取得、無免許運転の禁止。
（２）自転車の二人乗り、信号無視、無理な追い越し、スマホや携帯電話をしながらの運転、二列
以上の並進、日没後の無灯火などが事故の原因となることが多いようです。交通ルールを厳
守すること。
※駅などの「自転車の長期駐輪」については、場所によって違反金・預かり金を請求される
ことがあります。注意してください。
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＊特に注意してもらいたい事
（１）休み中でもパーマ・脱色・染色などの髪型の変形・加工などは絶対にしないこと。
（２）祭り・花火大会・夜市等夜間の催しは今年度はかなり少ないことが予想されますが、
もし、出かける場合は外出時間を厳守し、飲酒・喫煙・深夜徘徊などをしないこと。
（３）海水浴や登山をする時は遊泳禁止・危険箇所に立ち入らない。
（特に水難事故は多発傾向にあります。海・河川での取り決めを厳守すること。)
（４）警察官・補導員・他校の先生・一般の人などから補導や指導を受けたときは素直な対応
をすること。

＊警察より夏休みの生徒指導の重点項目として次のような連絡を受けています。
（１）夏祭りなど催しに対する取り締まりを強化する。
（２）少年犯罪の増加に対応するため声掛け・指導・補導を強化する。
（３）午後１１時以降の外出は深夜徘徊として補導する。
以上の項目については家庭でも十分に注意をしてほしい。

＊SNSによる被害・薬物使用について
（１）SNSによる様々な被害が発生しています。スマホ・携帯電話の使用について家庭で
も十分注意してください。また、投稿に関しても同様です。
（２）薬物（シンナー・大麻・マリファナ・非合法ドラッグなど）は、県内でも若者の検挙
者が出ています。一度手を出せば人生を棒に振ることになります。絶対にその類の話
には近寄らないよう注意してください。

＊「青少年のための環境浄化に関する条例」について
大分県では、健全な青少年の育成のための条例があります。高校生・保護者に特に関係の
ある箇所は下記の点です。
（１）映画館やカラオケボックス・ゲームセンター・ビリヤード店などは保護者同伴でも深
夜の利用ができない。
（２）保護者以外の者が保護者の承諾無しに青少年を深夜連れ出したり、とどめたりしては
いけない。

今年度は新型コロナウイルス対策の関係で外出先においても今までの夏休みとは
異なる「新しい生活様式」が要求されます。このことも自覚した上で、２学期の
準備期間としての生活を送りましょう。

※万一、事故やトラブルが発生した場合は、些細なことでもすみやかに
担任または学校に連絡してください。

楊志館高等学校（０９７）５４３−６７１１
7 Yoshikan

進

路

通

信

■１年生 キャリアデザインセミナー（6/5㈮ 13:15〜１4:35

進路指導部
体育館）

私立中学高等学校協会 就職支援コーディネーター 戸田哲也 氏をお招きして、「自分の未来を創造し

よう！」という演題でセミナーを開催しました。新型コロナウイルスの影響で、学校生活が再開したばか
りですが、１年生にとっては、これからの学校生活の過ごし方がとても大切になってきます。過ごし方に
よっては、今後の自分の進路目標が大きく変わってきます。このセミナーを通じて、充実した学校生活に
取り組んでいくための心構えを作るよい機会になったのではないかと思います。

＜感想文抜粋＞
＊「成功の反対は失敗ではなくて、挑戦しな
かった」という言葉が印象に残った。
＊自ら課題を見つけ、解決策を探る力が必要で、
これからの学校生活で身に付けていきたいと
思いました。
＊興味のあることは必ず挑戦する、資格を取得
して人間性を高める、最後まであきらめない、
をモットーに頑張りたい。
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＊目標を成功させるためには、そのための目標
が大切だということを改めて感じました。
＊セミナーで学んだことを忘れずに、１日１日
大切にしながら生きていこうと思いました。
＊「今」を大事にすることや「未来」を見据え
た行動も大切にしなければならないと思いま
した。

■３年生 学園併設校 進路ガイダンス

（6/12㈮ 13:15〜１4:05 礼法室、交流ホール、特1、
2、視聴覚室）

３年生対象に、後藤学園併設校の智泉福祉製菓専門学校、国際調理フラワーカレッジ、大分医療事務専

門学校、藤華医療技術専門学校、大分保育専門学校、藤華歯科衛生専門学校の先生方を招いて、学校説明
会を行いました。

今回は新型コロナウイルスの影響で、全体会をせずに希望者のみの参加で行いました。限られた時間で

の説明でしたが、生徒たちは熱心に聞いていました。参加した生徒にとっては、これからの進路活動・選
択をしていく上で、大いに参考になったと思います。

■3年生 第１回 進路講演会
（6/9㈮ 13:15〜１4:35

体育館）

㈱さんぽう専任講師 林美和 氏をお招きして『社会人としての心構

え・面接マナーについて』という演題で講演会を実施しました。第
一印象の大切さ
（表情、態度）、基本的なマナー（言葉遣い・身だし
なみ）、面接官の着眼点等、実践指導を交えて行いました。

＜感想文抜粋＞

＊その場の状況に見合った行動が大切だと感じた。 ＊話し方だけで印象は変わるということを学べた。
＊今日の講演会で学んだ事を日頃から心掛けてい
きたい。

＊コミュニケーション能力を高めるための努力を
していきたい。

＊お辞儀をする時の礼の角度や立ち姿の重要性を
学べた。

＊自分の夢の実現に向けて、今から出来ることも
しっかり取り組んでいきたい。

＊日々の積み重ねが大切だと気づいた。

＊応対の仕方として、相手との視線や表情の大切
さを学べた。
＊自己分析もしっかりしていきたい。

＊客観的に自分を見つめ直すことが出来た。

＊面接には、ポイントである表情、態度、身だし
なみ、挨拶、言葉づかい、話し方、聴き方を意
識して臨みたい。

＊これからの本番に向けて、学んだ事を活かして
いきたい。
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〈保護者の皆さまへ〉
この文章内容は、表示させていません。
生徒を通じて配布している「印刷版」にてご覧ください。
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学園設置専門学校 案内

学校法人後藤学園

学園設置専門学校へ

入学金および学納金 一部免除等
お問い合わせは各学校まで！

※体験入学、入試に関するお問い合わせ先は、各学校またはホームページにてご確認ください。
大分県知事指定

大分県知事認可

大分保育専門学校

大分医療事務専門学校

保育学科

医療・介護事務学科
【２年課程】

◆保育士資格（国家資格）卒業と同時に国家試験免除で取得
◆専門士
◎Ｗ資格取得◎ 幼稚園教諭二種免許状〈 通信教育にて取得可能（希望者）〉

◆診療報酬請求事務能力認定試験
◆医療秘書検定試験
◆医療事務管理士試験（医科・歯科）

◆介護事務管理士試験
◆調剤事務管理士試験
◆専門士

〒870-0889 大分市荏隈1229-1 ☎097-535-7708
http : //www.gotogakuen. ac. jp/hoiku

〒870-0838 大分市桜ヶ丘５番２号 ☎097-545-7205
http://www.g otog akuen.ac.jp/i ryouji mu

厚生労働大臣指定・専門学校

大分県知事指定

国際調理フラワーカレッジ

藤華歯科衛生専門学校（大分駅南）

調理師学科

歯科衛生学科

【１年課程】

【３年課程】

◆調理師免許（国家資格）卒業と同時に国家試験免除で取得
◆食育インストラクター
◆技術考査合格証書

◆歯科衛生士

〒870-0823 大分市東大道１丁目６番１号
〈後藤学園サテライトキャンパス内〉
☎097-547-9913
http : //www.g otogakuen. ac. jp/choori

〒870-0823 大分市東大道１丁目６番１号
〈後藤学園サテライトキャンパス内〉
☎097-513-8282
http://www.g otog akuen.ac.jp/shi ka

厚生労働大臣指定

製菓製パン学科

【２年課程】

【２年課程】

国家試験受験資格

◆製菓衛生師 国家試験受験資格
◆菓子製造技能士
◆職業訓練指導員
◆専門士

◆手話入門課程
◆専門士

［〈併設学科〉社会福祉士学科
（大卒等）
精神保健福祉士学科（大卒等）］

［〈併設学科〉製菓技術学科（通信課程）］

大分市荏隈1135

☎097-549-4551

厚生労働大臣指定

http://www.g otog akuen.ac.jp/chi sen

藤華医療技術専門学校

看護・助産学館

看護学科
【３年課程】

◆看護師

国家試験受験資格

助産師学校受験資格

保健師学校受験資格
看護教諭養成校受験資格
専門士 ［〈併設学科〉助産学科（受験条件有り）］

〒879-7125 豊後大野市三重町内田4000-1
☎0974-22-3434

リハビリ学館

作業療法学科

理学療法学科

【３年課程】

◆作業療法士
◆専門士

国家試験受験資格

【３年課程】

◆理学療法士
◆専門士

〒879-7125 豊後大野市三重町内田2706-1
☎0974-22-3800
http://w w w . g otog akuen.ac.jp/toka

国家試験受験資格

【インターネット ホ−ムペ−ジ】http://www.gotogakuen.ac.jp/yoshikan
E-mail：info@yoshikan.gotogakuen.ac.jp

智泉福祉製菓専門学校

介護福祉士学科

〒870-0889

国家試験受験資格

〒870︱0838 大分市桜ヶ丘７番８号
TEL 代表 543︱6711

【２年課程】

◆介護福祉士

発行日
令和２年８月４日

楊志館高校生だけの特典！

入学希望する場合

厚生労働大臣・大分県社会福 祉 協 議 会 指 定

本校では広報活動といたしまして、楊志館News・ホームページ・Facebook等を発行、更新
しております。行事の写真を掲載するにあたり、お子さまが写り込む可能性がございます。
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。
尚、掲載にあたりなにか不都合がございましたら、クラス担任を通じてご一報いただきます
ようお願い致します。

楊志館高等学校

保 護 者 の 皆 様 へ （お知らせとお願い）

