
校長から豊見城南高生＆ 平成29年６月２８日(水)

保護者の皆様へ 県立豊見城南高等学校

不定期発信 第５号 校長 石原 啓

◎全国高等学校野球選手権沖縄大会が開幕

まずは、初戦突破♡しました！！
皆さんもご存じの通り「豊南」は、６月24日(土)宜野湾球場の第２

試合で美里高校と対戦し、見事３－１で勝利しました。
第１試合が延長戦となり、試合が予定より１時間以上遅れてスター

トしましたが、選手達は落ち着いて初回の守備についていました。
序盤は互いのピッチャーが踏ん張りノーヒット。２巡目の中盤に入

るとヒットが出始め、ついに５回、３番にタイムリーが出て、２点を
先制！８回表に１点を返されると、その裏４番にスクイズを敢行して
１点を追加。９回もしっかり抑えて勝利！！
スタンドの応援団も、ともに大きな声で校歌を斉唱し、校旗掲揚を

見守りました。
※選手一人一人のネームボードを作成してくれた美術部の皆さん
※メガホン団だけでなく大声で声援を送ってくれた皆さん
※太鼓、指笛、ペットボトルで盛り上げてくれた皆さん
※そして、保護者の皆さん、ＯＢの皆さん、先生方
※この日、残念ながらスタンドには来られなかったけど、応援して
くれた皆さん

すべての皆さんに感謝し、次戦も応援よろしくお願いいたします

２回戦：７月２日(日) 北谷球場 第２試合(11:30開始予定)
北山高校と対戦します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ボランティア活動の報告

Ⅰ．ＭＥＳＨサポート募金活動に28名の生徒が参加してくれました。

6月23日(金)14:00～15:00 パレット久茂地にて県立豊見城南高等学校様、県
立開邦高等学校様、県立浦添高等学校様、県立那覇国際高等学校様、県立向陽
高等学校様の総勢67名の生徒(*約半分が「豊南」の生徒です)さん達がボラン
ティアに参加して下さいました。暑い中ご協力誠にありがとうございました。
(MESHホームページから抜粋、(*は私が挿入しました))

Ⅱ．平成29年度沖縄県「ダメ。ゼッタイダメ」普及運動(薬物防止
キャンペーン)に９名の生徒が参加してくれました。

６月24日(土)16:00～17:00 マックスバリューとよみ
(豊見城高校の後ろにある店舗です)

【一生懸命頑張ることがかっこいい！】
そんな雰囲気を作っていきましょう！



平成29年６月1２日(月)校長から豊見城南高生＆
県立豊見城南高等学校保護者の皆様へ
校長 石原 啓不定期発信 第４号

６月も中旬です。(まだまだ梅雨が明けませんね)

先月末に開催された、沖縄県高等学校総合体育大会で我が「豊南」は、学校

別得点において となりました。男女総合順位で２２位！
この成績は、ここ数年の中で最高のものです。

※ちなみに、豊南高校の規模(１,２年５クラス、３年６クラスの計16クラス)の
学校では最高順位です。
（つまり、21位までは１学年７～11クラスある大規模校です。さらに、23位以
降の学校の中にも豊南より大きな学校がたくさんあります ）。

豊南高校は を飾ったのです♡中規模校のトップ

（あっ、この大会の参加校（高体連加盟校）は、72校
です(私立学校等含む)）

さあ、来年、いやいや新人大会では、大規模校を倒しまくって、もっと
もっと上位を目指して頑張ろう～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎全国高等学校野球選手権沖縄大会が開幕します。
「豊南」は、６月24日(土)宜野湾球場の第２試合目(11:30開始予定)に、美里
高校と対戦します。

あさって14日(水)に、野球部豊南魂(推戴式)が行われます。体育館の舞台に
上がって応援を披露してくれる生徒の皆さんをはじめ、
全員で盛り上げていきましょう！

まずは、初戦突破♡
(試合当日の応援もヨロシク。ガンバロー！)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

◎ＰＴＡ(保護者)の有志による「夜間学習見守り隊」がスタートします
実施方法（原則、月～金の毎日：６月12日(月)本日よりスタート）
〇場所：原則視聴覚教室

（放課後の行事等がある場合は移動先を確保し、生徒に連絡します）
〇時間：生徒は、16:30～19:30までどの時間からでも入室して学習できます

・保護者の方（１～２名）が18:30頃から１時間程度見守りをします
〇方法：自学自習が原則です

・クーラーの効いた中で、携帯を切って学習します（授業と一緒）
・友人同士で教え合い、学び合うことは、よしとします

※学校で宿題や予習・復習を頑張ってみたい生徒は、参加して下さい

【一生懸命頑張ることがかっこいい！】
そんな雰囲気を作っていきましょう！



校長から豊見城南高生＆ 平成29年５月11日(木)

保護者の皆様へ 県立豊見城南高等学校

不定期発信 第３号 校長 石原 啓

平成29年度がスタートして、１ヶ月余りが過ぎました。
４月は、対面式・部紹介(10日)、新入生歓迎球技大会(21日)、１学年宿泊研修会

(渡嘉敷島26～28日：５月７日付琉球新報に渡嘉敷島での平和学習の内容が掲載さ
れています)、２，３学年遠足(28日)等の行事の他、尿検査に身体測定、校医検診、
歯科検診と、健康状態を調べる様々な検査も行われました。

落ち着いて？勉強できたかな？
特に新入生の皆さんは、学校に「慣れる」というより、とにかくめまぐるしい毎

日にしっかり対応でき、しっかり「過ごせたか」というところだと思います。

５月に入ると、インフルエンザ及びその疑いがある発熱が３学年で急増し、『３
学年を閉鎖する(５月１日、２日)』こととなり、そのまま大型連休に突入しました。
連休中は、練習試合や強化試合等、総合体育大会(インターハイ)に向けて各部活

動とも一生懸命汗を流したことと思います。残念ながら連休後半は天気に恵まれず、
屋外の部活動は不完全燃焼の状態だったのかなと思います。

※イラストにない部活の皆さんごめんなさい。

今後の主な日程：

○14日(日)は、授業参観(４校時 12:50～)、生徒の活動報告(14:00～体育館)
ＰＴＡ総会(15:10～体育館) ※是非、多くの保護者の皆様のご参加を！

○15日(月)、16日(火)は、中間考査

○22日(月)～ 三者面談(面談日程は各担任からあります)

○27日(土)～ 総合体育大会（柔道は先行開催：宮古20日、21日）

※県立豊見城南高等学校のＨＰ（インターネットのＷｅｂページ、スマホ等で
も見ることができます）http://www.tominan-h.open.ed.jp/ もご覧下さい。

【一生懸命頑張ることがかっこいい！】
そんな雰囲気を作っていきましょう！



校長から豊見城南高生＆ 平成29年４月11日(火)

保護者の皆様へ 県立豊見城南高等学校

不定期発信 第２号 校長 石原 啓

－４月10日(月)－
部活動・同好会紹介（平成29年度）

１ 男子バレー部 ２ 女子バレー部 ３ 男子バスケット部

４ 女子バスケット部 ５ 男子サッカー部 ６ 女子サッカー部

７ アーチェリー部 ８ 女子バドミントン部 ９ 男子ハンドボール部

10 柔 道 部 11 硬式テニス部 12 ウェイトリフティング部

13 野 球 部 14 陸上同好会 15 ダンス同好会

16 ゴルフ同好会 17 剣道同好会 18 吹 奏 楽 部

19 合 唱 部 20 軽 音 学 部 21 美 術 部

22 茶 道部 23 書 道 部 24 情報技術部

25 放 送 部 26 物理同好会 27 文芸同好会

28 英会話同好会 29 生物同好会 30 数学同好会

31 クチュリエ同好会 32 男子バドミントン部 33 女子ハンド部

34 ボクシング同好会 35 ボランティア同好会 36 生 徒 会

目的：現在活動している部・同好会の紹介を行い、新入生の興味関心を引き出し、
部活動の加入率を高め、学校全体の活性化を図る。
（このような目的がありますが、新入生だけでなく２，３年生もこれからや
ってみたいものがあれば、やってみましょう！網掛けの部・同好会は休眠
状態です。目覚めさせてくれる方を待っています）

※何かやっていると、進路選択の幅が広がります。自己ＰＲも学校行事の思い
出だけでなく、「部（同好会）でこんな思い出があります」なんてことも話し
たり、書けちゃったりしますよ。

部活動は、保護者の皆様のご理解とご協力が
必要です。ご支援下さい！

「文武両道」って知ってますよね。でも、もう少し柔らかく考えて
「文部両立」を目指しませんか？！

今後の主な日程：
12日(水) 早朝講座がスタートします。

(基本的に、週の火・水・木の３日間 7:30～8:20)
13日(木) 第１回実力テストです。

※「実力だからそのままで受けるさ～」なんて言わないで、しっかり
勉強して、１点でも多く取りにいこう!

【一生懸命頑張ることがかっこいい！】
そんな雰囲気を作っていきましょう！



校長から豊見城南高生＆ 平成29年４月10日(月)

保護者の皆様へ 県立豊見城南高等学校

不定期発信 第１号 校長 石原 啓

－自己紹介－
昭和37年（1962年）、寅年生まれの54歳です。
那覇で生まれ育ち、30歳の頃両親の故郷である八重瀬町に移り住んで

います。
平成元年に化学の教諭として採用され、14年間教諭を勤めた後、行政

職通算11年、その間に教頭職２年を経て、平成28年度に名護高校の校長
となり、今年度豊見城南高校の校長として赴任いたしました。
よろしくお願いいたします。

－４月７日(金)平成29年度就任式・始業式－
今年度、新たに13名の職員をお迎えしました。
皆さんそれぞれの熱い思いが伝わる就任あいさつでした。これから、

教職員一丸となって生徒・保護者の皆様の期待や信頼に応えられるよう
教育活動を推進してまいります。
始業式では、新３年生への期待や、年度の始めとはいっても実は後10

ヶ月しかないということ、２年生へは、中堅学年としてしっかり頑張っ
てもらいたいということを話しました。
その後、学級担任と副担任、学年主任の紹介があり、時々悲鳴!?に近

い声も上がっていましたが、この時間の生徒の反応は楽しいものです。
そして、進路指導部から進路実現に向けた話（早朝講座の事：特進コ

ースは必修、その他のコースの生徒も大学進学を希望している生徒は是
非！）と、生徒指導部からは「やりたいこと」より「やらないといけな
いこと（まず身なり！）」などの話がありました。

※気になったこと：「おはようございます」のあいさつの声が小さか
ったこと。特に運動部の生徒、しっかり！！！声を出そう！！！

始業式の後、各学級での学級開きを行い、３年生は新入生のクラスを
含めた清掃活動、２年生は入学式の式場作りと頑張ってくれました。

－平成29年度 第37回入学式－
午後は、185名の入学式でした。
多くのご来賓の皆様、保護者の皆様とともに盛大に入学式を挙行する

ことができました。ありがとうございました。
緊張のせいか、こわばっている生徒も多くいましたが、これからスタ

ートする「豊南ワールド」を先輩方と一緒になって充実させてもらいた
いと思います。

【一生懸命頑張ることがかっこいい！】
そんな雰囲気を作っていきましょう！


