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  今回の遠足は３年ぶりにバスに乗車して、敦賀市金ケ崎緑地付近の４カ所の施設（赤レンガ倉庫、

旧敦賀港駅舎、人道の港 敦賀ムゼウム、金崎宮）を訪れました。夏かと思うほどの暑さの中、生徒

６４名と教職員９名が２台のバスに分かれて敦賀に向かいました。 

午前中、２グループに分かれて赤レンガ倉庫と旧敦賀港駅舎を見学しました。赤レンガ倉庫は、旧

ニューヨークスタンダード石油会社倉庫（北棟・南棟）として、国の登録文化財になっている施設で

す。鉄道ジオラマが展示されており、明治後期～戦前までの敦賀のあゆみを映像で見ることができま

した。旧敦賀港駅舎は、昔の敦賀港駅を移築して資料館にしたもので、滋賀県から鉄道を敷設した明

治中期から大陸の玄関口（ウラジオストックからシベリア鉄道に接続）として重要な位置を占めた敦

賀港の歴史について、ボランティアガイドの方に説明していただきました。２カ所を見学することで、

戦前の敦賀港の賑わいが分かったのではないでしょうか。 

お弁当を食べた後は人道の港 敦賀ムゼウムで戦前にシベリア鉄道を経由して敦賀に上陸したポー

ランド孤児や杉原千畝氏の命のビザによって救われたユダヤ人難民たちを紹介した展示を見学しまし

た。昨今のロシアによるウクライナ侵攻によって、ウクライナ難民が多く生まれている状況を思い浮

かべながら、みなさんは展示を見てくれたのかなと感じています。その後、桜の名所で花換祭でも有

名な金崎宮に立ち寄り、金ケ崎城趾（国指定史跡）にまつわる説明を聞いた後、拝殿に参拝しました。 

今年も皆さんが笑顔で遠足を楽しんでくれてよかったです。来年度の遠足も楽しみにしてくださいね。 
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遠足 ５月２９日（日） 

～敦賀ムゼウムにて～ 

・学校のポストは、締切日の１７時に封をし

て、それ以降は受付不可となります。 

・郵送の場合は、余裕を持って送付しましょ

う。締切日の１７時以降に到着した場合は、

受付不可となります。急ぐ場合は速達を利用

してください。（土日の配達はありません） 

 

前期レポート・  

放送視聴票提出締切日  

《提出締切日》              

☆ ８月３１日（水）17:00（郵送の場合 必着） 

《再提出締切日》 

☆ 9月 ７日（水）17:00（郵送の場合 必着） 
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≪教務部より≫  ～さまざまな単位認定制度～     

 本校では、さまざまな制度で学習の成果を支援しています。例えば、文部科学省が認定した技能審

査に合格した場合や「高等学校卒業程度認定試験」（高認）に合格した場合、条件を満たせば本校で

修得した科目の単位として認定することができます。主な例は次の通りです。ただし、試験の申込み

や合格による単位認定の手続き等には条件があります。詳しい内容は、教務部または担任まで問い合

わせください。 

（１）技能審査の対象になる資格     

 

 

 

 

 

 

 

（２）高等学校卒業程度認定試験 

 

 

 

 

 

 

 

≪生活指導部より≫   

〇薬物乱用防止・情報モラル学習会  ５月１５日（日） ３限目 

 ロングホームの時間を利用して、薬物乱用防止・情報モラル教育の動画を視聴する 

学習会を実施しました。目的は健康教育の一環として、薬物乱用による心身への影響、 

依存症、疾病との関連、社会への影響などについての理解を通して、正しい行動と意志決定ができる

能力を身に付けること。また、情報発信による他人や社会への影響、ネットワーク上のルールやマ

ナーを守ること、情報には誤ったものや危険なものがあること、健康を害するような行動について考

え、情報モラルを確実に身に付けることとしています。生徒たちは熱心に視聴しており、薬物依存の

怖さや、ネット犯罪に巻き込まれないよう、ルールやマナーを守ることの重要性を実感したようです。 

〇避難訓練・生徒総会  ５月２２日（日） ３限目 

 緊急放送による指示に従い、体育館へ避難する訓練を行いました。教員 

は消防署への通報訓練と生徒を速やか且つ安全に誘導する訓練でした。皆 

真剣に取り組み、校長先生からのご講評をいただきました。引き続き生徒 

総会が行われ、令和４年度生徒会役員の選出・令和４年度生徒会行事予定   

案・令和４年度生徒会会計予算案などの議題が、滞りなく認められました。   ≪避難訓練≫ 

今年度の生徒会役員は、生徒会長を３の２ Ｙ．Ｋさん、副会長を４の１ Ｙ・Ｍさん・４の１ 

●「国語」を受験し合格した場合、「国語総合」（4単位）または「現代の国語」および「言

語文化」（計４単位） 

●「英語」を受験し合格した場合、「コミュニケーション英語Ⅰ」（4単位）または 

「英語コミュニケーションⅠ」（4単位） 

●「数学」を受験し合格した場合、「数学Ⅰ」（4単位）   ･･･など、修得済みと認定 

● 日本漢字能力検定２級に合格した場合、「国語総合」・「国語表現」・「現代の国語」の 

いずれかで２単位増 

● 実用英語技能検定２級に合格した場合、「コミュニケーション英語Ⅰ（またはⅡ）」 

「英語コミュニケーションⅠ（またはⅡ）」のいずれかで２単位増 

● 全商簿記実務検定１級または全経簿記能力検定１級または日商簿記検定２級に合格した場

合、「簿記」で２単位増 
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Ｉ・Ａさんをはじめとする、３１名の人たちが担当することになりました。生徒会長からは「１０月

の若樹祭をみなさんの協力で盛り上げていきましょう」との就任挨拶がありました。 

【令和４年度 生徒会執行部】 

 

 

 

 

     ≪生徒総会≫ 

〇保護者の方へ送迎時のお願い   

 自家用車で送迎する場合、本校の駐車場をご利用ください。たいへん混雑して申し訳ないのですが、

ゲンキー側奥の方に少し余裕があると思います。他小売店の駐車場の利用はご遠慮願います。 

 
 
   

～～就活、始まります。～～  
ロングホームの時間に進路に関するいろいろな行事を 

やってきました。 

４月の進路オリエンテーションでは「求人票の見方」を、５月の就職進学 

ガイダンスでは「面接」について説明しました。先月に実施した「進路ガイ 

ダンス」では興味を感じる仕事についての理解を深められたことと思います。 

今年はほかにも「スーツの着こなし」や「履歴書の書き方」などについて 

動画で学べるように工夫しました。                                 

さて、いよいよ７月となり今年の求人票が公開されます。就職希望者はとにかく「求人票を見る」

ことから始めましょう。進路の部屋に来てどんな会社からどんな求人が出ているのか確認してくださ

い。最初のビッグイベント「サマー求人企業説明会」も７月から県内６会場で 

スタートします。気持ちを「就活モード」にスイッチして、さあ行動あるのみ 

です！ 

 

≪保健部より≫  ～食材 5色、バランス良く～ 

◎マンガ家で大阪芸術大学キャラクター造形学科長でもある里中満智子さん(1948 年 

大阪市生まれ)は、小学校に上がって、10 歳になるころには、家族の食事をしょっちゅう作っていた

そうです。調理師だった父から栄養バランスのため白黒緑黄赤の５色のものを食べるべし、と教わり

ます。とはいえあまり難しく考える必要はない。５色は例えば豆腐、ゴマ、ピーマン、卵、トマトを

使えばそろう。父は、たんぱく質と野菜、海のものと山のもの、木に実るものと地中で育つもの、な

どをバランス良くとると、健康にどう役立つかを、子供に分かるように教えてくれた。 

高校を中退後、東京で一人暮らしを始めた際によく作ったというシチューは、大鍋に大量の肉や 

魚、葉野菜や根菜、キノコなどを入れて煮込んだもの。仕事の合間にかき込む 

ようにして食べたこの大鍋料理は、後輩たちから「マンガ家シチュー」と親し 

まれた、と里中さんは語っています。  

(出所)「私の履歴書」『日本経済新聞』2022.5.3 付 

会長 ３の２ Ｙ・Ｋ 体育委員長 ４の１ Ｔ・Ｔ 

副会長 
４の１ Ｙ・Ｍ 

４の１ Ｉ・Ａ 
文化委員長 ４の２ Ｎ・Ｙ 

会計 
４の１ Ａ・Ｍ 

４の１ Ｋ・Ｈ 
編集委員長 ３の２ Ｏ・Ｏ 

書記 
３の１ Ｓ・Ｙ 

３の２ Ｋ・Ｒ 
会計監査委員 

 

２の２ Ｔ・Ｈ 

２の２ Ｗ・Ｋ 

≪進路指導部より≫ 
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◎推薦図書◎  井上 先生  「 一生使える勉強法 」 金川 顕教 （著）  

『100 冊以上の勉強本から“本当に身につく”ものだけを詰め込んだ「勉強法 BEST50」「勉強が苦

手」      手」な人にこそ読んでほしい。』 面白そうな紹介文が気になって手にした一冊です。いろんな勉 

強法があるからといって全てを参考にする必要はないです。あなたに必要だと思うところだけを読

んで      んで、まずはとにかく試してみてはどうでしょう。一度やってみてしっくりこない、身につかない 

と感じたのなら、すぐにやめてほかの勉強法を試して行きましょう。そうしていけば、いつかあな

たにマッチしたものに出会えます。周りが言うベストな勉強法があなたにベストなものとは限らないです。一読して

行動に移せば、あなたの勉強はガラッと姿を変えるのではないでしょうか？ 

中村 先生  「 同志少女よ、敵を撃て 」 逢坂冬馬 （著） 

 今年の本屋大賞受賞ということで、早速買って読みました。第二次世界大戦の「独ソ戦」が舞台と 

なっており、少女が狙撃兵として成長していく過程を描いています。戦禍のソ連では女性も兵士とし 

て戦場に派兵され戦っていました。激しい戦闘の中で、女性兵士として感じる理不尽さに、自分が戦 

う意味を自問自答し「敵」が変化していくなど、心の葛藤が生々しく描かれています。現在繰り広げられているロシ

アのウクライナ侵攻とオーバーラップし、リアルさをひしひしと感じるまさにタイムリーな小説だと思います。 

  

                               

　　※　日曜スク は日曜スクーリング、月曜スク は月曜スクーリングのことです。

　　　　　　　　　　　　　　　   日 月 火 水 木 金 土

                    追再試            3 4 5 6 7 8 9

　 若樹祭プロジェクト②（有志） 月曜スク 学習支援 サマー求人企業

　生徒会代議員会 生活体験文書類審査 説明会（敦賀）

10 11 12 13 14 15 16
サマー求人企業説明会（福井）

                    追再試           17 18 19 20 21 22 23

若樹祭プロジェクト 海の日
美化ボランティア５限

25 26 27 28 29 30

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 山の日    　11 閉庁日    　12 13

14 15 16 17

就職応募書類

作成願い提出開始 18 19 20

21 月曜スク   22 23 24 25 26 27

追再試 就職応募書類 　 学習支援

若樹祭プロジェクト 提出〆切

28 29 30 31

　
★レポート・放送

視聴票〆切（17時）

　　　　　　　　　　　　　　　　日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4      月曜スク    5 6 7 8 9 10
追再試（１～６限）

企業応募書類
★レポート 大学入試共通テスト

中部地区生活

受付開始 再提出〆切（17時） 出願校内〆切 体験発表会(金沢)

閉庁日

日曜・月曜スクーリング、学習
支援の時間割は、「学習の手
引き」を見て確認してください。

日曜スク

北陸三県通信制

生徒交歓会（福井）

事前申し込みが必要

事前申し込みが必要

８割以上記入されて いな い場合は

「 提出を認めず」 とな ります、注意して ください。

長期休暇を生かして、添削されたレポート、教科書、学習書を参考に学習の振り返りをしてみましょう。

日曜スク

24

31

全国定通体育大会（7月25日～8月19日）

8月11日～15日 レポート提出は正面玄関から

入り通信ポストに入れてください (8：00～17：15）

日曜スク

日曜スク


