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「第 1回 学修成果発表大会 大成功！ 」 

 本年度 第1回 学修成果発表大会が、平成28年1月20日（水）本校体育館で、

大盛況のうちに終了しました。沢山のご来賓（大分県教育委員会、学校評議員・ 

日出町役場・大分大学、新佐伯豊南高校、日出中学校、大神中学校様等）他、多数の

方々にご列席をいただきました。保護者の方の参加も昨年の約２倍。 

農業経営科・機械電子科・総合学科の３科が、初めて３学年揃った記念すべき、 

第１回目の大会となりました。                           ○各ゼミ代表の3年生卒業研究発表  

オープニングアトラクションとして、昨春、山香農業より引き継いだ和太鼓を使い、新たに結成された太鼓隊が盛り

上げ、３年生の農業経営科は「課題研究」、機械電子科は「３年間の取組み」を、総合

学科は卒業研究を発表しました。 

１年生は、「ジョブシャドウイング」や「ソニー太陽訪問学習」、２年生の学科ごとの

「インターンシップ報告」等が行われました。３年生は、全９ゼミで自分の興味・関心

のあるテーマについて調査研究を進め、各ゼミの代表がステージ発表を行いました。 

本年度の発表テーマは、「無意識と夢」、「花火はどうやって作られるのか」「ライトノ

ベルの魅力」「一日分の野菜」「日本の離婚率をこれ以上上げないための一考察」「スポ

ーツ界で必要とされるトレーナー」「ＭＡＲＣＨＩＮＧ」「韓国の食生活」「これからの

ネットワーク社会について」等、多岐にわたりましたが、内容が年々レベルアップ    ○各科・系列代表3年生6名最後の挨拶 

しているとの声が多数聞かれました。 

 

○３ 年生 卒業研究【ＯＯＴ （オンリーワンタイム）（総合的な学習の時間）】ゼミ代表の声 

総合学科 ３年生 人文科学（文系）系列  井上 まお さん（門脇ゼミ） 

卒業研究発表１ テーマ：「韓国の食生活」 について 
 私は人前で話すということが苦手なので、選ばれた時はとても嫌で「何で私なんだろう。 

私よりいい人がいるのに。」と、ずっと思っていました。 なので、準備している時とか 

嫌でした。ですが、発表が終わった後、友だちから「まおちゃん、良かったよ！」 

とか先生方から「今日の発表良かったよ。」と言われて、とても嬉しかったし、頑張って 

良かったなと思いました。 今では、選んで下さった門脇先生にとても感謝しています。 

総合学科 ３年生 流通ビジネス（商業系）系列  本田 雅奈 さん（衞藤ゼミ） 

卒業研究発表２ テーマ：「日本の離婚率をこれ以上上げないための一考察」 

 私は最初、ゼミの代表に選んでいただいた時、本当に私でいいのだろうか。という不安

が沢山ありました。ですが、原稿を考えたり、先生とパワーポイント修正で工夫をしたり、

友だちに手伝ってもらっていくうちに、だんだんと意識が高まっていきました。 

 発表大会では、大変緊張しましたが、自分の成長につなげることができたと思って 

います。 

今後、私の夢である「ブライダルプランナー」に向け、この研究発表を是非、実社会で

生かしたいと思っています。 
 ※本田さんの研究関連記事は、日出町の町報２月号にも大きく掲載されています。 
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「第 1回学修成果発表大会 総合司会を無事、終えて」  

総合学科 ３年生 人文科学（文系）系列      古田 喬章・森 由希菜 さん 

（古田）２年生の時に２年生だけの司会を担当しました。数日後、日田三隈

高校の発表会を見学させていただき、原稿を見ることなく、全て暗記して司

会している姿を見て自分もあんな司会をしたいと思いました。 

 原稿を貰ったとき、最初は無理だと思っていましたが、森さんや先生方の

協力や発表代表の生徒を見て、自分も頑張らないといけないと思いました。 

 発表大会が無事に成功して良かったです。この経験を自信に変え、社会に

出ても頑張りたいです。 

（森） 練習期間に入ってから、毎日放課後の練習に参加し、古田君と役割分担を決めるのがとても大変で

した。何度も練習を重ね、だんだんと自信が付いてきました。一番大変だったのは、原稿の暗記です。沢山

不安がありましたが、古田君と協力して大役を終えることができました。 

 大会終了後、先生方から「良かったよ」と言ってくれたことが、とても嬉しかったです。丁寧な指導をい

ただいた沢山の先生方に、とても感謝しています。 

Miniコラム TIDOU 
本校初となる三科合同での「第1回学修成果発表大会」が終わりました。 

本大会から、学びとって欲しい力は大きく５つあります。 

 

①学びの課題を見つけ、計画を立てる  【課題発見・設定能力】 

②課題について、調べる         【調査・研究能力】 

③調べたことを、整理・考察しまとめる 【資料作成能力】 

④まとめたことを、発表する        【発表・表現能力】             ○美術部＆商業部初の協働制作の大会表紙 

  ⑤他の人の発表から新たな知見を得る   【傾聴・批判的能力】       

参観者の感想からは、発表内容・聞く姿勢ともに、大変向上しているという声が多く聞かれました。 

 学修とは、「知識・技能を学んで身につけること」  自ら・進む・学び  更なる飛躍に期待したいものです。 
 

 

日出総合高校の 学びの目標 
一人ひとりの個性を伸ばして 

          グローバルな感覚を備えて、国家や社会の発展に貢献 しよう！ 
 

おめでとう！ 日出総合１期生 祝  大分大学 経済学部合格！ 
総合学科 ３年５組 自然科学（理系）系列    垣迫 輝 さん 

「大分大学 経済学部に推薦合格して」 
 地元の大神中学から最も近い本校に入学し、自然科学系列（理系）で学びました。 

大分大学経済学部を志望した理由は、就職率が良かったからです。 しかし、受験 

シーズンに入ると、自分の軽はずみな進路選択を後悔しました。元来、努力すること 

が苦手だからです。夏休みにはどんどん小論文を書かねばならないのに、最低限の量

しか書いておらず、本格的にやり始めたのは残り 1ヶ月を切ってからでした。 

 加えて、最も苦手な集団討論もあり、練習では惨憺たる結果でした。しかし、本番で

は、なけなしの勇気を振り絞り、かなりの高得点を得ることができたと思います。 

 私の合格には運によるところが大きいと、今、痛感しています。ただ、1ヶ月間は、死ぬ気で勉強し掴み

取った結果を大切にし、大学生活４年間を楽しみつつも、有意義なものにしたいと思います。 

知 体 徳 
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１ 年生のコーナー 日出総合 総合学科（ 第３期生）     分かる！ 

傾聴 学び１ 「学修成果発表大会を参観して」 

１年４組 総合学科 情報ビジネス（商業）系列   吉藤 愛里 さん 

 

学修成果発表会での皆さんの発表は分かりやすくてためになりました。3年生は発表の仕方、態度等がす

ごく上手でテーマも明確で興味を引きつけられました。濃い内容で今まで全く知らなかったことなどを理

解することができました。 

自分も興味のあるものをみつけ、将来の目標などを早く決めなければと少し焦りを感じました。もうすぐ

学年も上がり、将来について真剣に向き合わなければならない時期が迫ってきたので、まずは身の回りの事

や目の前の事を一生懸命に頑張ることが大事だなと思いました。 

新企画  教えて、soＧＯ！    ｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍ 

Ｑ 今年はさる年。 西遊記「孫悟空（そんごくう）」 頭の「金の輪」の名前は？ 
   ☆答えは、この新聞のどこかに隠れています！ 

２ 年生のコーナー 日出総合 総合学科（第２期生）  豊かな人間性を！ 

昨年から始まった、第２期生の「オンリーワン・タイム」（ＯＯＴ おーおーてぃー）【総合的な学習の時間】

です。「オンリーワン」、これは、新校歌に何度も登場するフレーズで、本校の学びの特徴を表すものです。 

  

２年３組 総合学科 流通ビジネス（商業）系列  宮本 友梨  さん 

傾聴 学び２「学修成果発表大会を参観して」 

 自分にとって身になる発表が多くて良かったです。発表は、細かいことまでちゃ

んと調べていて 

 内容も分かりやすく、いままで関心のなかったことにも興味を持ちました。 

 特に、SNS については、位置情報のことや気軽につぶやけることが逆に人を傷

つけてしまう、 などのことを聞いて気をつけなければいけないなと思いました。 

自分たちも来年、卒業研究をしないといけないので今回の発表を参考にしていきたいと思います。 
 

２年３組 総合学科 情報ビジネス（商業）系列  真浦 彩夏  さん 

傾聴 学び３「学修成果発表大会を参観して」 

 興味を引かれる発表がたくさんあって、聞いている時間がとても有意義でした。 

 自分でも調べてみたいと思えるものもあり、そんな気持ちにさせてくれる素晴ら

しい発表でした。卒業研究に関しては、自分も来年はその立場なので、3年生の発

表を見て、勉強させていただきました。 

来年、私もみんなの心に残る発表ができるといいなと思いました。 
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ｓ ｏ _ＧＯ    ＲＩ Ｓ Ｉ ＮＧ  Ｓ ＵＮ   

３ 年生のページ 日出総合高校 第 1期生（初めての３年生） 輝け！ 

平成２７年度  第１回辻野功文芸賞コンクール  祝  大分県知事賞受賞！  

「大分県出身の漫画家について」  総合学科 自然科学系列 ３年５組  佐藤 文俊 
 

知事賞を受賞して ： 今回の第1回辻野功文芸賞コンクールで、まさか大分県知事賞を受賞できると思っていなかったので、 

先生から「受賞したぞ」と聞いた時は本当に驚きました。それと、同時に嬉しさもこみ上げてきました。 

高校生活最後に、こんな素晴らしい賞を受賞でき、本当に感謝しています。  
（以下、全文紹介） 

自分は今回、大分県出身の漫画家について調べてみた。調べようと思った理由は、純粋に漫画が好きだからだ。今の時代、たくさんの漫

画が存在するし、気軽に読め、購入したり借りたりインターネットでも読むことができる。あと、日常では絶対にあり得ないことが漫画では当

たり前に行われている。それを読むことによって、いろいろな妄想をするのが好きということもある。そんなことに魅力を感じて、今回大分県

出身の漫画家について調べることにした。 

まず、はじめに自分が読んでいる漫画家の中で一人だけいた。それも現在で単行本累計発行部数４２００万部を突破してアニメ化され、

更には実写化もされた自分が大好きな漫画、「進撃の巨人」だった。正直、嬉しかった。「進撃の巨人」が今まで以上に好きになり、身近なも

のに感じることができた。 「進撃の巨人」の作者は、諫山創という方だった。大分県日田市大山町出身で自分のおばあちゃんの家のすぐ近

くの町だった。おばあちゃんの家に行くときによく通る道だった。正直な感想は、よくこんな場所から偉大な漫画家が誕生したなと思うような

場所だった。とても田舎で小さな町だったからそう思った。それと同時になぜか感動した。育った場所等は全く関係ないんだなと。そして、も

っともっと調べたいと思った。 

諫山創さんは、１９８６年の現在２９歳、２００９年から『別冊少年マガジン』にて、「進撃の巨人」の連載を始め現在も連載中である。その人

気は勢いが止まらず、アニメ化や実写化、その他にも江ノ島に８０トンの砂の巨人が登場したり、超大型巨人がペイントされた４０００万円の

イタ車フェラーリが作られたりと幅広く人に知られている漫画である。 

自分も読んで思ったが、残酷な描写が多い作品ながらも世代を問わず多くの人に読まれて、愛されているのは本当に凄いと思う。多くの

人に読まれ、愛されている理由はストーリーの設定にあると思う。巨人が出てくる漫画などは、数え切れないほどある、自分自身巨人が出

てくるような漫画は、何度も読んだことがあるが、巨人は巨人という捉え方しかできなかったが、この「進撃の巨人」を読んで巨人に対してい

ろんなことを考えさせられた。この「進撃の巨人」を読んで初めて巨人がかっこいいと思った。設定はいたってシンプル、圧倒的な力を持つ

巨人とそれに抗う人間たちの戦いを描いたファンタジーバトル漫画である。本作の世界観はダークファンタジー的な要素が多く、少年漫画と

しては残酷な描写も多く描かれている。人間が巨人に襲撃、捕食されるシーンや身体が損壊するシーンなどである。 

大分の田舎育ちの人が描いたとは思えないほど残酷であるが、残酷の中にも人間同士のいろいろなドラマがあり、とても内容が深い、

逆に大分県日田市大山町という、とても田舎で育ったから想像力豊かになったのかも知れない。身近にあまりないものなどを想像して考え

ることによって、この作品が生まれたんだと思う。 

その他にも、いろいろな漫画家さんがいた、自分は読んだことがない漫画の漫画家さんだったが、これから読みたいと思った漫画が沢山

あった。例えば、若杉公徳さん、大分県大野郡犬飼町（豊後大野市）出身。代表作は、「デトロイト・メタル・シティ」、「みんなエスパーだよ」な

どの作者である。両作品とも、実写化、アニメ化されている。実写化とアニメ化は見たことがあるが、その原点である漫画は読んだことがな

いので読んでみたいと思った。この他にも大分県には知らなかったが多くの漫画家さんがいたことが分かった。 

今回、作文を書くにあたって大分県のことを今まで以上に深く知れたので本当に良かった。これを機に次は、大分県の偉人などを調べて

みたいと思う。今回の学習で、大分県が改めて大好きになったので、本当に良かった。これから自分も大分県出身であることを誇りに思い、

生きていきたいと思う。そして、自分自身も、大分県に生まれて良かったと、大分県出身の人に思わせるような人間になりたいと思う。                

～ 栄えある大分県知事賞受賞！  本当におめでとうございます。  
 

 

万里一歩 
今年は、「申年」。  猿と書かないのは、もともとは「呻」（しん:「うめく」の意味）で果実が成熟して固まって行く状態を表し、 

動物の猿は、後に当てられたものです。日出総合１期生が卒業する申年。 まさに、本校から１つの新たな固まりが実社会に 

生み出されようとしています。 

教えて、soＧＯ！ クイズの答え ですが、三蔵法師を護りながらの長旅、縦横無尽、破天荒なイメージの強い「孫悟空」で

すが、頭には、常に、金の輪＝『 緊箍児（きんこじ）』 をはめています。 

孫悟空も、この緊箍児（きんこじ）に守られての大活躍だということを、「申年」に立つ皆さんに贈ります。 

        いつか役に立つこともあるでしょう….   2016（申年）2   総合学科主任 
＊自薦他薦を問わず、新たな情報を募集中です！   最寄りの総合学科担当の先生まで 

・日出総合高校 since 2013 日出総合高校は、山香農業高校と日出総合高校を発展的統合して誕生した。県下初の新しいスタイルの高校です。 


