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学校教育目標 心豊かで、自主性に富み、創造的で、未来を切りひらく生徒の育成

校 訓 「 自主・創造・敬愛 」 Ｒ２．６．１０発行 文責 校長 松﨑大樹

チーム大中 思いを力に！

「令和２年度大村市中学校運動部活動交歓大会」の開催が決定しました！
保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

初夏の日差しに木々の緑が日増しに色濃くなってきました。東京や北九州市のコロナウィルス感染者数の報告に第２波の
恐れを感じながらも、少しずつ学校生活の日常が戻ってきていることを大変嬉しく思っているところです。そのような中で、自
分自身にも言い聞かせていることではありますが、感染予防に対する意識や対策が緩く、甘くならないようにと注意しながら、
また、次第に気温が高くなっていく中でのマスク着用の弊害等も考慮しつつ、現在の新たな日常が少しでも長く続くように、生
徒、教職員、そして保護者の皆様と共に、今できることを継続することが出来ればと思っています。ご協力の程、よろしくお願
いします。

さて、そのような中、中学校体育連盟が主催する全国・九州・長崎県規模の大会は全て中止となりました。しかし、大村市中
学校体育連盟としては、特に、これまで部活動に日々頑張ってきた中学３年生３年間の運動部活動の集大成としての場を与
えたいという思いから、大村市教育委員会、大村市校長会、大村市中学校体育連盟に所属する各中学校役員等が何度も協
議を重ねる中で、十分な感染防止対策を講じたうえで、下記のとおり「令和２年度大村市中学校運動部活動交歓大会」を
実施することが決定されました。

確かに、非常事態宣言が解除される中、不特定多数の人の流れが多くなることが予想される中での大会運営であると共に、
長期にわたって臨時休業にあった生徒の体力・健康面の安全に十分に配慮した形であるため、本大会のコロナウィルス感染
防止対策は①本大会においては賞状・優勝旗の授与は行わない。②団体戦はリンクリーグ等の対戦方法で、各チーム２試合
までとする。また、個人戦は１選手、２試合までとする。③体育館競技は、三密を避けるため全競技「シーハット」を利用した分
散開催とする。④保護者については、各チームからチームサポーターとしての役割を持った保護者5名についてのみ、会場へ

の入場を認める。等、かなり厳しい条件がつけられました。そのため、生徒、保護者の皆様には、これまでの中総体と異なる
点で、たくさんのご心配や様々な思いを抱かせたこととを思います。

しかしながら、コロナウィルス感染防止を図る中で、生徒の安全・安心を第
一として何とか本大会を開催できることを喜びとして、本大会の運営にご理解
とご協力をいただければと思います。よろしくお願いします。

改めて、各部活動の大会日程・会場を記載しておきます。ご一読下さい。

「令和２年度大村市中学校運動部活動交歓大会」

各競技の日程・会場について ６月・７月の行事
【６月】
１１日（木）生徒総会代表者会
１９日（金）生徒総会報告会
２２日（月）交歓大会激励会
【７月】
１日（水）交歓大会（陸上・水泳）
３日（金）全校朝会
６日（月）期末テスト
７日（火）期末テスト
１３日（月）～１７日（金）

教育相談
２１日（火）

長崎県学力検査
２年生 数・国 ３年生 英

２３日（祝）海の日
２４日（金）スポーツの日
３１日（金）終業式
※期末テストの時は、給食ありの午前

中までとします。
※交歓大会（陸上・水泳）の時は、 選

手以外の生徒は給食ありの午前中
授業とします。

※終業式の時は、給食ありの午後ま
で授業とします。

競　技　種　目 開催期日及び開始時間 会　　　場

バスケットボール男子 ６月２７日（土）　９時３０分開始 シーハット・メイン

バスケットボール女子 ６月２７日（土）　９時３０分開始 シーハット・メイン

バドミントン　男子 ７月１１日（土）　９時１０分開始 シーハット・メイン

バドミントン　女子 ７月１２日（日）　９時１０分開始 シーハット・メイン

バレーボール　男子 ６月２８日（日）１０時００分開始 シーハット・メイン

バレーボール　女子 ６月２８日（日）１１時００分開始 シーハット・メイン

団体　６月２８日（日）　９時５０分開始

個人　７月１２日（日）　 　　 〃

団体　６月２７日（土）１０時００分開始

個人　７月１１日（土）　      〃

柔　　　　道 ７月２６日（日）１０時１５分開始 シーハット・メイン

剣　　　　道 ７月２６日（日）１０時００分開始 シーハット・サブ

新　体　操　 ６月２４日（水）１５時００分開始 シーハット・サブ

ソフトボール ６月２７（土）　１０時３０分開始 大村市総合運動公園運動広場

ソフトテニス　男子 ６月２７・２８日（土日）９時００分開始 大村市運動公園テニスコート

ソフトテニス　女子 ６月２７・２８日（土日）９時００分開始 大村市テニスコート

軟　式　野　球 ６月２７（土）８時３０分開始 大村市野球場

サ　ッ　カ　ー ６月２７（土）９時００分開始 古賀島スポーツ広場

陸　上　競　技 ７月１日（水）９時３０分開始 陸　上　競　技　場

水　泳　競　技 ７月１日（水）９時１０分開始 屋内プール

卓　　　　球　男子 シーハット・サブ

卓　　　　球　女子 シーハット・サブ



令和２年６月５日（金） 長崎県教育庁・高校教育課より
「令和３年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施内容」が発表されました！！

生徒・保護者の皆様におかれましては、もうすでにご存じだとは思いますが、現在の中学３年生が受検する「令和３年度入学者選抜」から、
新しい公立高等学校の入学者選抜制度が始まります。そして、先日６月５日（金）に各公立高校の育成したい生徒像・求める生徒像や学科・
コース別募集定員、前期選抜・後期選抜の実施内容等が詳しく記された「令和３年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施内容」が発表さ
れました。

そこで、今回の学校だよりでは、ご家庭におけるお子様の進路決定の一助になれば思い、 改めて、①新しい公立高校の入学選抜制度、
②公立高校入学者選抜実施制度（抜粋）、③昨年度の公立高校入試から、④「自由」を手に入れるための「勉強」、という流れで紙面を構成し
ましたので、ご一読ください。生徒一人一人が、社会の中で自立し、自分の夢や希望を叶えられるように、学校と保護者・地域がこれからも連
携し、協力していきましょう。よろしくお願いします。

①新しい公立高校の入学選抜制度

②公立高校入学者選抜実施制度（抜粋）

この新しい公立高等学校の入学者選抜制度に従って、各高校が育成したい生徒像・求める生徒像や学科・コース別募集定員、前期選
抜・後期選抜の実施内容等が詳しく記された「令和３年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施内容」が発表されたのです。

※大村中学校では、３年生全員に「令和３年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施内容」を配布しています。
※インターネット上でも「令和３年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施内容」で検索することができます。
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・本校で習得した知識・技術を生かして、社会の発展に主体
的に貢献できる生徒
・中学校で基本的生活習慣を身に付け、本校を志望する動機
及び理由が明確であり、以下のいずれかに該当する生徒
①工業への関心が高く、資格取得やものづくり等に積極的に
取り組み、意欲的に活動できる生徒
②体育・文化等の分野で優れた資質や能力を有し、入学後も
意欲的に活動ができる生徒
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大村工業高校を例にすると、機械
科定員80名のうち、前期選抜で40
名、後期選抜で40名を募集すること
がわかります。

大村工業高校を例にすると、前期選抜・

後期選抜共に、検査項目における、調
査書の比重が高いことがわかります。

みなさんの高校受験はもう始まっているって知っていましたか？

中学校から受験する高校へ送付する調査書の成績＝内申点は、各学年ごとに
確定した成績の合計点として決定し、送付されます。
（ちなみに、満点は評定５×９教科×３カ年＝１３５点ということになります。）

ですから、１年生で確定した成績はそのまま高校へ、当然ながら２年生で確定し
た成績も、３年生で確定した成績もそのまま高校へ送付されているのです。

つまり、全ての学年でみなさんの高校受験は、もう始まっているということになるの
です！

③昨年度の公立高校入試から

A問題 B問題 A問題 B問題 A問題 B問題

長崎県全体の平均（現在の高１） 63.5 60.2 44.4 50.3 56.8 43.6 57.7 235.9 330.6

長崎県全体の平均（現在の高２） 51.6 50.9 55.8 59.9 47.8 48.2 56.6 226.6 303.9

本校３年生の実力テスト結果（R2.5実施） 48.9 36.7 57.6

受検した生徒

令和2年度及び平成３１年度の長崎県公立高校入学者選抜学力検査結果より

53.740.9 237.8

国語 社会 数学 理科 英語 合計

〇各教科テストの難易度によっても点数は大きく異なってきますが、長崎県全体の
平均と比べてみても、全ての教科においてまだまだ継続した取組が必要のようです。

④「自由」を手に入れるための「勉強」

「自由」は大切なもの。でも「自由」とは、何もしないことではありません。
「自由」とは、やりたいこと、進みたい道が見つかったとき、
それをあきらめることなく、自分の力で実現できること。
その「自由」を手に入れるために何が必要か？
それが毎日の「勉強」だと思うのです。
自分の能力に線を引いてはいけません。自分自身を他人と比べてはいけません。
自分の力・可能性を信じるのです。

「自由」を手に入れるための「勉強」を一歩ずつ一歩ずつ、大切に続けるのです。
あきらめなければ、きっと、その「自由」をつかめるはずです。
そんなあなたを応援しています！

２月３日（水）

３月９日（火）・１０日（水）


