
■生徒支援費内訳（平成24年～28年）
＜平成24年＞ ＜平成25年＞
（1）部活動団体及び個人 （1）部活動団体及び個人

部 実績 金額 部 実績 金額
バスケットボール男子 県高総体優勝 40,000 バスケットボール男子 県高総体優勝 40,000
バスケットボール女子 県高総体優勝 40,000 バスケットボール女子 県高総体優勝 40,000
カヌー 県高総体優勝（男女） 40,000 カヌー 県高総体準優勝（女子） 40,000
水球 県高総体団体準優勝 40,000 水球 県高総体団体準優勝 40,000

県高総体団体準優勝 硬式テニス 県高総体団体準優勝 40,000
個人ダブルス準優勝 陸上 県高総体個人優勝2、準優勝2 40,000

バドミントン 県高総体団体準優勝 40,000 物理 県高総体団体準優勝 40,000
空手 県高総体個人準優勝 20,000 地学 気象観測機器コンテスト最優秀 40,000

気象観測機器コンテスト最優秀 生物 県発表大会最優秀 40,000
県発表大会最優秀 小計 360,000
県コンテスト・テレビドラマ最優秀
県コンテスト・ラジオドラマ第1位 （2）野球部

小計 340,000 野球部 300,000

（2）野球部 （3）学校が企画する事業に参加し進路実現に努力する個人
野球部 300,000 IntelISEF参加生徒へのお祝い 10000

チーム東大学習合宿（3年生／7月）参加者補助 27,160
（3）学校が企画する事業に参加し進路実現に努力する個人 東大・九大オープンキャンパス（1年生／8月）参加者補助 134,000
チーム東大学習合宿（3年生／7月）参加者補助 38,100 東大模試受験料補助（7、8月） 85100
東大・九大オープンキャンパス（1年生／8月）参加者補助 217,802 チーム東大学習合宿（2年生／9月）参加者補助 16,800
チーム東大学習合宿（2年生／9月）参加者補助 21,500 東大模試受験料補助（11月） 83,000
東大模試受験料補助（7、8月） 96,500 南玄武氏寄贈品展示用ケース　※ 909,300
合格祈願激励鉛筆 57,668 展示用ケース・プレート 15,540
東大合格発表見学（2年生／3月）補助 147,980 合格祈願激励鉛筆 49,476
チーム東大学習合宿（2年生／3月）参加者補助 27,120 チーム東大学習合宿（2年生／3月）参加者補助 13,500
小計 606,670 小計 1,343,876

（4）その他会長が特に必要と認める団体及び個人 （4）その他会長が特に必要と認める団体及び個人
男子バスケットボール部県高校総体優勝、ウインターカップ出 400,000 　　本年度該当なし
女子バスケットボール部県高校総体優勝、ウインターカップ出 400,000
小計 800,000 合計 2,003,876

合計 2,046,670 ※関西同窓会・故南玄武氏のご遺族より、寄贈を受けた北村西望の
　 作品の展示用ケースを、学校からの依頼に応えて購入した。
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＜平成26年＞ ＜平成27年＞
（1）部活動団体及び個人 （1）部活動団体及び個人

部 実績 金額 部 実績 金額
バスケットボール男子 県高総体優勝 40,000 バスケットボール女子 県高総体準優勝 40,000
カヌー 県高総体優勝（男女） 40,000 カヌー 県高総体優勝（女子） 40,000
水球 県高総体団体準優勝 40,000 水球 県高総体団体準優勝 40,000
陸上 県高総体個人準優勝（走り幅跳び） 20,000 陸上 県高総体個人準優勝（男子1500m） 20,000

県総文祭自然科学部門最優秀 地学 県科学研究発表大会最優秀賞 40,000
気象観測機器コンテスト特別賞 衛星設計コンテスト日本フォーラム賞
県高文連科学研究発表大会最優秀 　　　　　　〃  　   審査委員長特別
全国高総文祭自然科学部門出場 小計 220,000
衛星設計コンテストジュニア大賞
　　　〃  　   宇宙科学振興会賞 （2）野球部

小計 260,000 野球部 280,000

（2）野球部 （3）学校が企画する事業に参加し進路実現に努力する個人
野球部 240,000 野球部全校応援への激励（飲料差入れ） 100,466

チーム東大学習合宿（3年生／7月）参加者補助 50,064
（3）学校が企画する事業に参加し進路実現に努力する個人 東大オープンキャンパス（1年生／8月）参加者補助 152,000
野球部全校応援への激励（飲料差入れ） 103,110 チーム東大学習合宿（2年生／9月）参加者補助 54,930
チーム東大学習合宿（3年生／7月）参加者補助 15,000 合格祈願激励鉛筆 49,712
東大・九大オープンキャンパス（1年生／8月）参加者補助 144,000 小計 407,172
東大模試受験料補助（7、8月） 62,000
チーム東大学習合宿（2年生／9月）参加者補助 36,000 （4）その他会長が特に必要と認める団体及び個人
東大模試受験料補助（11月） 86,500 卒業生（予備校生）への支援 9,990
合格祈願激励鉛筆 55,889 男子バスケットボール部ウインターカップ出場補助 200,000
小計 502,499 小計 209,990

（4）その他会長が特に必要と認める団体及び個人 合計 1,117,162
女子バスケットボール部　ウインターカップ出場補助 200,000
馬場直也講師支援（11月～3月）　※ 72,800
小計 272,800

合計 1,275,299

※長崎国体強化関連で派遣されていた馬場講師が、国体終了後県の補助が
　 打ち切られたため、校長の依頼により、年度内の講師料を一部支援した。

生物 40,000
物理 40,000

地学 40,000

物理 40,000



＜平成28年＞ ＜解説＞
（1）部活動団体及び個人

部 実績 金額 ●チーム東大学習合宿
バスケットボール男子 県高総体優勝 40,000 　東京大学を目指す長崎県下の高校生が一堂に集まり、
バスケットボール女子 県高総体優勝 40,000 　お互い切磋琢磨することにより、受験への意欲を喚起し、
水球 県高総体団体準優勝 40,000 　学力の向上と充実を図るとともに、
カヌー 県高総体シングル優勝（男女） 40,000 　同じ志を持つ他校の生徒と交流を深めることで、

高校生科学技術チャレンジ文科大臣賞 　高いレベルで互いに刺激し合い、士気を高めることを目的に
平成29年5月　世界大会出場 　毎年大村市の長崎県教育センターで行われている合宿。

物理 衛星設計コンテストジュニア奨励賞 40,000 　参加生徒の交通費等の一部を同窓会から補助しています。
地学 気象観測機器コンテスト観客賞 40,000

全国高校放送コンテスト朗読優良賞 ●東大・九大オープンキャンパス旅費補助
九州高校放送コンテスト優勝 　毎年１年生の希望者を対象に参加している「オープンキャンパス」

小計 320,000 　旅費の一部を同窓会で補助しています。

（2）野球部 ●全校応援への激励
野球部 180,000 　野球部の夏の甲子園予選において、全校応援を行った際に、

　毎年飲料水の差し入れを実施しています。
（3）学校が企画する事業に参加し進路実現に努力する個人
チーム東大学習合宿（3年生／7月）参加者補助 11,780 ●合格祈願激励鉛筆
野球部全校応援への激励（飲料差入れ） 100,466 　受験を控えた3年生に向けて、合格祈願をした鉛筆を毎年贈呈
東大オープンキャンパス（1年生／8月）参加者補助 140,000 　しています。
チーム東大学習合宿（2年生／9月、3月）参加者補助 57,980
合格祈願激励鉛筆 51,278
小計 361,504

（4）その他会長が特に必要と認める団体及び個人
　　本年度該当なし

合計 861,504

生物 40,000

放送 40,000


