
 

 

 

 

 

Enjoy Your School Life 

いよいよ令和３年度の１学期が始まりました。新たに赴任された先生方を迎え、

４月８日には１５４名の新入生が入学しました。新たなメンバーで節目となる創

立５１年目を迎えました。生徒の皆さんには、一人ひとりが、新たな気持ちで、

それぞれの決意・目標を持って、１学期をスタートさせて欲しいと思います。こ

れまでの自分自身を振り返り、将来の目標達成に向けて、未来を変える努力を惜

しまないでください。 

本年度は、学校のスローガンを「Enjoy Your School Life」とし、下記の重点目標の５項目と育成

する資質・能力として「表現力」「課題解決力」「行動力」を掲げました。「Enjoy（楽しむ）」を学校

生活のベースにして、学校の勉強や部活動、行事に取り組んでください。限られた学校生活を、せっ

かくなら楽しく過ごした方がいいに決まっています。目標達成のため、生徒・教職員一丸となって元

気で明るい学校づくりを目指しましょう。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大は、今後も予断を許さない状況です。第四波が危惧されると

ころです。重症化しやすい変異ウイルスの感染例も多くなってきています。これまでどおり、新しい

スタイルでの感染対策をおこない、日常を過ごしてください。 

生徒の皆さんに思いが伝わり、これからの学校生活に変化が現れることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 号（310 号） 

令和 3 年 4 月 20 日 

 

佐賀県立鳥栖商業高等学校 

〒841-0076 鳥栖市平田町 1110-8 

℡ 0942-83-2153 

本年度の重点目標 

(1) 自分の意見や考えを相手にわかりやすく伝えることができる生徒を育成する。 

(2) 何事にも積極的に挑戦する生徒を育成する。 

 
(3) 授業の工夫改善を図り、生徒の学習意欲を高め、確かな学力を育成する。  

(4) 地域の期待に応えられる魅力と活気に満ちた学校づくりを推進する。 

(5) 本校の特色ある教育活動や魅力等の発信に努め、志願者増を図る。 

育成する資質・能力 

 

課題解決力 
（未来につなげる力） 

行動力 
（踏み出す力） 

 

表現力 
（思いを伝える力） 

★一歩前に踏み出し、失

敗しても粘り強く取り組

もうとする力 

★自ら課題を見つけ、対

応策を考え、計画的に解

決しようとする力 

★自分の気持ちや考えを

表現・発信し、わかりや

すく相手に伝える力 

校 長 井上 健史 

校長挨拶 



始業式 ～創立５１年目のスタート～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

教科等 氏名（敬称略） 転出先  教科等 氏名（敬称略） 旧所属 

教頭 馬場 伸高 学校教育課  教頭 尊田 益弘 中原特別支援 

主幹教諭 藤光 禎史 定年退職（鳥栖工業高校） 国語 宮原 知子 三養基高校 

国語 明石 麻里 大和特別支援 保体 原 菜月 新規採用 

保体 服部 英弘 佐賀東高校 商業 百田 直美 中原特別支援 

商業 緒方 理絵 中原特別支援 商業 今村 豊記 教育振興課 

商業 坂田 道彰 佐賀商業高校 商業 山口 充子 佐賀商業高校 

商業 山津 和幸 ものづくり産業課 商業 立石 竜一 新規採用 

商業 原 一寿 うれしの特別支援 商業 山津 恵美 佐賀商業高校 

商業 青戸 勇次 唐津商業高校 商業 幸地 由佳 嬉野高校 

商業 大田 孝子 神埼清明高校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                事務 永池 裕人 基山中学校 

事務 田口 裕也 金立特別支援 事務 平野 裕貴 新規採用 

事務 宮本 光太郎 香楠中学校 養護 下田 佐規  

家庭 中村 祐子 ご退職 事務 鶴 正宏  

養護 橋本 瑠奈  事務 髙田 潤一  

事務 木下 明 鳥栖工業高校 事務 松隈 勝美  

事務 大石 利香 ご退職 理科 森永 宗男  

理科 金井 剛志 神埼清明高校 保体 塚原 康弘  

転出・退職の先生 

新 任 式 

転入の先生 

鳥栖商業のためにたくさんのご指導・

ご尽力をいただき、ありがとうござい

ました。 

校長先生の「今年度の３つのキーワード」 
① Ｅｎｊｏｙ Ｙｏｕｒ ｓｃｈｏｏｌ ｌｉｆｅ 

学校生活を楽しんでほしい！ 
② 表現力を身につける 

自分の意見や考えを相手にわかりやすく伝える 
力をつけてほしい！ 

③ 挑戦する 
将来の目標に向かって行動してほしい！ 
この３つのキーワードを実現できるように 

１年間頑張りましょう！ 

～校長先生のお話～ 

～電子黒板を使って担任発表～ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 土  11 火 中間考査（2,3 年） 21 金 実用英検 

２ 日  12 水 検尿 2 次 22 土  

３ 月 憲法記念日 13 木 検尿２次 23 日  

４ 火 みどりの日 14 金  24 月  

５ 水 こどもの日 15 土  25 火  

６ 木  16 日  26 水 漢字テスト④ 

７ 金 開校記念登山 17 月 総体前短縮授業 

45 分×６限 

27 木 高校総体・NHK 杯・ 

各種大会壮行式 

８ 土  18 火 心臓検診一次(１年 28 金 高校総体(～6/1) 

９ 日  19 水 内科検診（2 年） 

漢字テスト③ 

29 土 ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 

35 周年記念行事 

10 月  20 木 SC(8:30-12:30) 30 日  

※予定は変更になることもあります。 31 月  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

令和３年度入学式を行いました。～１５４名が入学～ 

令和３年４月８日（木）、鳥栖商業高校入学式が行われました。麗らかな日差し

の下で行われた入学式では、商業科１１４名、情報管理科４０名が入学を許可さ

れ、新入生を代表して、山口涼羽さんが、新入生代表の宣誓を行いました。真新

しい制服に身を包んだ新入生たちは、緊張した面持ちながらも、期待に胸をふく

らませた様子で、鳥栖商業高校での第一歩を踏み出しました。 

新入生代表宣誓 

５月の行事予定 

ﾀﾞﾝｽ部のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

１年生に歓迎の意味を込めて 

昼休みにダンスを披露！ 

１年生は校内研修が実施されました。 

３日間しっかり集団行動（整列・挨拶・返事の仕方、 

校歌の練習）を行い、クラスの団結力を高めました。 

 

 

 



いよいよ新年度のスタートです。新型コロナウイルスの感染拡大など、不安なニュースもありますが、

まずは自分自身を見つめなおし、できることにしっかり取り組みながら、何事にも「凡事徹底」で頑張って
いきましょう。今月号では、本校のキャリア教育プログラムについて紹介します。

鳥栖商進路室だより
令和3年度 4月号

本校でさらに伸ばして欲しい４つの力

表現力
（思いを伝える力）

行動力
（踏み出す力）

課題解決能力
（未来につなげる力）

鳥栖商生のみなさんには、授業や学校行事、

部活動などでの様々な体験や学びを通じて、左
記の４つの力の伸長を目標に、自らを成長させ
ることを意識してほしいと思います。

「ゆっくりでも
止まらなければ

結構進む」

これは、宇宙探査機「はやぶさ」の開発など
に尽力された宇宙工学者、國中均さんの言葉で
す。自分のペースで構いません。本校の生活の
中で、着実に成長していって下さい。そして、1
年後に「結構進んだ」と思える充実した高校生
活を送ってほしいと思います。進路指導部では
その応援をしますので、気軽に進路指導室（管
理棟３F）を訪ねて下さいね。

キャリアプランニング能力
（将来をデザインする力）

 


