
 

 

 
  

 

 

  

1学期期末考査が終了し、あっという間に 1学期が終わろうとしています。また、３年間の高校生活で

考えると、ちょうど高校生活の中間点が目前となってきました。自らの目標を再確認し、学習面、生活面、

進路について様々な部分で振り返り、課題点については目標や計画の見直しを行い、達成できたものに関

しては自信をもって次につなげていく大切な時期です。6月初旬に高校総体を終え、部活動において主力

となり、7 月からは生徒会も引き継いで、高校生の中心となって学習以外でも様々な部分で計画的な活動

や自覚・責任ある行動が求められます。また、当事者だけでなくそれを支える周囲の人たちの協力が何よ

り大切です。生徒の皆さんは、今何をやるべきか、何ができるか、ひとりひとりが様々な事象に前向きに

向き合い、学年全体で充実した学校生活になるようリードしていってほしいと思います。 

保護者の皆様におかれましては、生徒達が種々の活動の主力となっていく中、学習・進路、様々な場面

で、不安や課題が増えてくることと思います。ご家庭での様子で気になる点、お気づきの点がございまし

たら、学校にご連絡下さい。学年団で生徒の学校生活をサポートしていきたいと思います。今後ともご協

力ご支援のほどよろしくお願い致します。                    （文責：山下） 

 

【７月・８月の主な行事予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夏季特別授業について】 

次の日程で夏季特別授業が予定されています。時間や機会を有効に活用して得意科目の伸長や苦手科目

の克服に努力しましょう。また、いつもより少し時間にゆとりのある夏の間に、読書や趣味、部活動、オ

ープンキャンパスへの参加など普段はじっくりとやることが難しいことにチャレンジしてほしいと思いま

す。充実した夏になることを期待しています。 

 

◆前期夏季特別授業  

7月 24 日（月）～8月 5日（土） 1～4 限授業  

◆後期夏季特別授業  

8月 21 日（金）～30日（水） 1～4限授業   

※21 日（月）～25 日（火）は東明 Challenge（5・6限）を実施。 

Eureka！(わかった！) 
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7月 7日（金）8日（土）   進研学力テスト（国語、数学、英語） 

7月 13日（木）       高校クラスマッチ 

7月 15日（土）～16日（日） 中体連  ※15日（土）は休日  

7月 20日（木）       一斉読書 

7月 22日（土）       第 1学期終業式，学校説明会（午前） 修学旅行説明会（午後） 

7月 24日（月）           高１高２キャリアガイダンス 

7月 27日（木）        T-STEMM 特別講座（午後） 

8月 6日（日）～20日（日） 夏季休業 

8月 22日（火）       第二回漢字検定（希望者） 

8月 26日 (土)         オープンスクール 

8月 27日（日）～29日（火） 特別理数クラス校外研修 

8月 30日（水）       芸術鑑賞 

8月 31日（木）       生徒自宅学習日（職員研修のため） 

9月 1日（金）       第 2学期始業式 

※三者面談期間 

7月 24日～8月 5日 

 

 

 

特別授業の時間割の詳細は

生徒に配付します。 



【２９期生 高校生徒会発足】 

 6月 15 日（木）、高校生徒会長立会演説・生徒

会会長選挙が行われました。18 歳で有権者とな

ることをふまえ、選挙管理委員が本番と同じよう

に会場や投票の準備を行い、投票が行われました。

その結果、高校生徒会長に西澤空希くん（3組）、

副会長に小野結華さん（3組）が承認されました。

後日、書記会計他、各委員長が決定し、7月 1日

より 2 年生が生徒会を引き継ぎました。早速、7

月 5日（水）には野球部の夏の大会、放送部の全

国大会の壮行会を行いました。現在、クラスマッ

チの運営等、活動を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球部・放送部壮行会のようす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進路研究をしよう】 

◆オープンキャンパス 

 7月，8月は様々な大学で、オープンキャンパスや大学入試説明会が行われます。志望大学や興味関心の

ある大学が決まっている人は、2 年生のうちに参加し、進路選択の参考にしていきましょう。日程や内容等

は進路室前の掲示板や各大学のホームページに掲載されています。大学によっては、事前申し込みが必要な

大学もありますので、先日配付された進路だより等を確認しておきましょう。また、参加する場合は、事前

に担任に連絡して下さい。参加申請書や報告などの文書提出が必要です。 （※裏面に九州地区の日程を抜粋） 

◆医歯薬系進学希望者指導 

 進路指導部による高１～高３の医歯薬看護系進学希望者を対象にした医師薬系進学希望者指導が行われ

ています。内容は、月１回の割合で医療系 DVDを利用して医学的視点や現代的問題点のポイントについて指

導が行われています。現在、第１回 5月 20日（土）にガイダンス，第２回 6月 10日（土）に「典子は、今」

をテーマに指導が行われました。 

  

 

 

 

立会演説・生徒会 

会長選挙のようす 

野球部：全国高等学校野球選手権佐賀大会 

①7/８(土) VS鳥栖工  ②7/11(火)VS 早稲田佐賀 

放送部：7/25～2７ 全国高校放送コンテスト 

■生徒会役員一覧■ 

会長 西澤 空希     副会長  小野 結華 

書記 野口 暁世      会計 藤岡 龍生 

委員会 委員長 副委員長 

ＨＲ 福田 美咲 佐藤 友美 

代議 江島 柚花 林  佳杏 

文化 堀 雅登 溝部 雅大 

体育 小田 京香 濱田 海晴 

風紀 齊藤 優香 堀内 颯 

美化 齊藤 啓子 安永 大祐 

保健 坂本 真里愛 平田 昴 

図書 高橋 和枝 東南 穂香 

 

 

生徒会活動の抱負 

私達は、この東明館をより良い学校にし、

みんなが過ごしやすい環境をつくるために、

「行事の充実」、「学校環境の充実」など公約

を挙げました。例を挙げると、行事の充実で

はクラスマッチでクラス全体が盛り上がり

ながら勝利を目指せるものにするためによ

り多くの意見を取り入れること、新入生が少

しでも新しい環境に慣れる手助けができる

ように新入生歓迎会のイベントの内容の変

更を考えています。学校環境の充実は、掃除

の徹底をしていきます。ただ掃除をするので

はなく、皆が少しでも楽しく掃除をするため

に掃除コンテストなど工夫しながらこの学

校をきれいにしていきます。また、私達は対

話を重視した生徒会をつくっていきます。 

29期 生徒会長 西澤空希 

     副会長 小野結華 

 
 



随時

見学 事前

予約

入試課入試第3係

092-642-4488

入試課入試第3係

092-642-4488

入試課入試第3係

092-642-4488
2017/8/4　09:30～16:00　※開催時間は予定です。 - 工学部教務係
2017/8/5　09:30～16:00　※開催時間は予定です。 - （093）884-3332

2017/7/15　09:30～16:00　※開催時間は予定です。 - 情報工学部教務係

2017/7/16　09:30～16:00　※開催時間は予定です。 - （0948）29-7512

入試課

（0940）35-1235

学務部入試課

0952-28-8178

学務部入試課

0952-28-8178

学生支援部入試課

（095）819-2111

学生支援部入試課

（095）819-2111

学生支援部入試課

（095）819-2111

学生支援部入試課

（096）342-2146

学生支援部入試課

（096）342-2146

学生支援部入試課

（096）342-2146

学生支援部入試課

（097）554-6701

学生支援部入試課

（097）554-6701

2017/8/10　10:00～16:00 要 学生支援部入試課

2017/8/11　10:00～16:00 要 （0985）58-7138
2017/8/10　10:00～16:00 -
2017/8/11　10:00～16:00 -

2017/8/10　10:00～16:00 要 学生支援部入試課

2017/8/11　10:00～16:00 要 （0985）58-7138
2017/8/5　時間未定 要 学生部入試課
2017/8/6　時間未定 要 （099）285-7061
2017/8/3　時間未定 要 学生部入試課
2017/8/4　時間未定 要 （099）285-7061
2017/8/9　時間未定 要

学生部入試課
（099）285-7061

学生部入試課

（098）895-8142

学生部入試課

（098）895-8142

2017/7/16　夏季オープンキャンパス - 広報入試課

2017/7/17　夏季オープンキャンパス - （093）964-4196

2017/7/16　夏季オープンキャンパス - 学務第二課

2017/7/17　夏季オープンキャンパス - （093）695-3340

ひびきのオープンキャンパスin響嵐祭：11月中旬開催予定<br
/>※詳細が決定次第更新します

-

教務企画班
（093）582-1131

2017/7/17　11:00～16:30　受付開始10：30~ 要 アドミッションズ・オフィス

2017/8/6　11:00～16:30　受付開始10：30~ - （0977）78-1120

2017/7/23　12:00～16:00　医学部 医学科 - 入試課

2017/8/11　12:00～16:00　医学部 看護学科 -
（0942）44-2160　※オープンキャンパス
の詳細は、本学入試情報サイトをご覧く
ださい。

入試事務室

（医）（093）691-7295、（産）（093）691-
7380

2017/8/5　10:00～16:00　模擬講義、キャンパスツアー、在
学生と語ろう、入試制度説明など

- 入試センター入試課

2017/8/6　12:00～16:00　模擬講義、キャンパスツアー、在
学生と語ろう、入試制度説明など

- （092）823-3366

入学センター

（092）871-6631

大学名 キャンパス名

オープンキャンパス情報

開催日時 問い合わせ先

要

病院
2017/8/7　時間未定／詳細については6月頃本学Webサイト
等でお知らせします。

要

九州大学

箱崎
2017/8/5　時間未定／詳細については6月頃本学Webサイト
等でお知らせします。

要

伊都・箱崎・大橋
2017/8/6　時間未定／詳細については6月頃本学Webサイト
等でお知らせします。

福岡教育大学 赤間 可 2017/7/22　10:00～16:00 -

九州工業大学 

戸畑キャンパス

飯塚キャンパス

2017/7/15　09:00～17:00 要

片淵地区 可 2017/7/15　09:00～17:00 要

-

長崎大学

文教地区 可 2017/7/15　09:00～17:00 要

坂本地区 可

佐賀大学 

本庄キャンパス 可
2017/8/10　09:30～　教育・芸術地域デザイン・経済学部
［文系地区]/理工・農学部［理系地区］

-

鍋島キャンパス 可 2016/8/10　09:30～　医学部

-

大江 可 2017/8/18　時間未定 -

熊本大学

黒髪 可 2017/8/5　時間未定 -

本荘・九品寺 可 2017/8/18　時間未定

-

宮崎大学

木花 可

清武

大分大学

旦野原 2017/8/10　時間未定 -

挾間 2017/8/10　時間未定

2017/8/5　時間未定 要

鹿児島大学

郡元 可

桜ケ丘 可

下荒田 可

九州歯科大学 真鶴 可 ８月上旬開催予定/時間未定 要

要

北九州市立大学

北方キャンパス 可

ひびきのキャンパス 可

琉球大学

千原 可 2017/7/15　10:00～17:00　時間予定 要

上原 可 2017/7/15　10:00～16:30　時間予定

◎オープンキャンパス日程表（九州地区・抜粋）◎
※詳細は各大学ＨＰ等で確認してください。

立命館アジア太平洋大学（APU） 本学 可

-福岡大学 七隈 可 2017/8/5　10:00～16:00

開催予定/日時未定/５月頃決定 -

西南学院大学 西新 可

産業医科大学 可

久留米大学 旭町 可

 


