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「学びの日出」  ３学年揃って の完全統合記念第 1号！です。 

 平成9年に県内で2番目に誕生した、「総合学科」をもつ伝統ある本校が、大分県立日出総合高等学校として、

4月から、初めて全学年揃ってスタートしました。 

学びとは、「何らかのものごとを新しく身に着けるようとする営み」。日出総合生の日々新たな挑戦に大いに 

期待しています。  

スタート記念号は、本年度、大分東高校校長から着任された、廣田陽一校長先生のメッセージです。 
 

廣田 校長 先生の話 に学ぶ     

髙校時代は、将来の道を見つけるための準備期間とともに、 

どの道に進むのかを決める大切な時期です。それゆえ、自分の 

将来を見据えて、学業に励むことは言うに及ばず、生徒会活動や 

部活動など、さまざまな教育活動に果敢に挑戦しながら将来の 

方向性を見定める必要があります。 

一方で、社会で求められる力についても考えることが大切です。

現在は、知識基盤社会といわれ、高度な専門的な素養と能力を備

えた上に、多種多様な分野の人と協働しながら新しい時代を切り

拓いていく力を持った若者が求められています。          本年度着任  廣田 陽一 校長 

系列学習で取り組んでいる「調べ学習」、「ディスカッション」、「ディベート」、「グループワーク」などは、

多様な考え方の人と協働しながら問題解決に取り組むという、これからの将来を担う皆さんに必要となる

力を育むために有効な学習活動といえます。 

大切なことは、将来に夢と希望を抱き、日々の学習にひたむきに取り組むということです。「挫折は過程。

最後に成功すれば挫折は過程に変わる。だから成功するまであきらめるな」（本田圭介の言葉より）を 

皆さんに紹介して、へこたれずに目標に向かって頑張ることを期待します。 
 

３年5組 総合学科 人文科学（文系）系列   長野 隼也 さん（前期生徒会長） 

学ぶ  「生徒会長の思い」 

 前期生徒会長になり、任期の間にやり遂げたいことが、２つあります。 

1つ目は、文化祭です。総合高校になって初めての文化祭で昨年までは、生徒会が

主体でやっていたけど、今年は、生徒会だけではなく全校生徒で作り上げることです。 

2つ目は、学校への要望にあった服装のことです。服装は全校生徒の心がけで変わ

ると思います。 

生徒会もより良い学校になるために頑張っていきますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。 
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１ 年生のページ 日出総合 総合学科（ 第 3期生）     分かる！  

  １年生の必履修科目「産業社会と人間」（２単位）では、１学期に将来の職業選択を 

踏まえて、仕事内容を観察し、質問することによって、勤労観、職業観を育成することを

目標に、今年から夏休みに「この人に学ぶ（ジョブシャドウイング）」を実施します。 

 各自の訪問事業所もほぼ決まり、実施に向けた最終準備に入ろうとしています。 

１年生総合学科１２０名全員が７月２１日（火）～２４日（金）の１日で実施する体験学

習ですが、将来の就職を考える上で、きっと貴重な経験となることでしょう。 

 ２学期には、グループ別・学年別の発表報告会も予定されています。更に、３学期には、

代表が学修成果発表会で発表します。 たくましく、成長していく１年生に大いに期待しています！ 
 

○1年生 ジョブシャドウイングの活動予定 

 これからの学習項目 内  容 

７月 ジョブシャドウイングの事前学習Ⅳ 礼状の作成としおりの完成等 

８月 ジョブシャドウイングの実践 ７月２１日（火）～２４日（金）の 1日 で実施 

〃 28日（金） ４系列別 1日 バス研修 系列ごとバスで企業や学校で研修します 

９月 ジョブシャドウイングの「グループ別・学年別」発表会 ジョブシャドウイングの班別・学年内報告会 

「産業社会と人間」 ジョブシャドウイング 

  総合学科 １年３組    岡田 あかり さん 

夏に学ぶ１ 「ジョブシャドウイング参加を前に」 

 総合学科 1 年次に行う、「ジョブシャドウイング」はとても貴重な体験になると

思います。事業所に自ら電話をかけたりすることで、将来、社会に出た時に 

役立つことが沢山学べるのではないかとワクワクしています。 

 私は、医療関係の仕事に将来就きたいと考えています。ただ、詳しくは決めるこ

とができていないので、このジョブシャドウイングを通して学んだことを生かして、自分の進路を決めてい

きたいです。 
 

ちょっと聞いてE！  ジョブシャドウイング って何？ 
生徒一人が企業の社員一人に数時間、シャドウ（影）のようについてまわり、社員が仕事をする姿を通して

会議の熱気や緊張感を感じ、一部の仕事を手伝いながら、仕事の厳しさを肌身で体験するものです。 

 目的は、「仕事に打ち込む人の姿」を身近で観察する機会の中、やがて訪れる進路選択・進路設計・職業選択

に役立てる学びで、本校は、県内でも先進的かつ本格的に取り組んでいる高校です。 

もっと聞いてE！  「産業社会と人間」の授業  って何？ 
学校設定教科に属する科目で、総合学科の課程では原則、全ての生徒が入学年次に履修する科目です。 

「産業社会における自己の在り方生き方について考え、社会に積極的に寄与し、生涯にわたり学習に取り組む

意欲や態度を養うとともに生徒の主体的な各教科・科目の選択に役立てることを目標とした時間です。 

新企画  教えて、soＧＯ！    ｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍ 

 Ｑ １ｍ（メートル）という長さは、いつ、どのように生まれたの？ 
☆答えは、この新聞のどこかに隠れています！ 

広告：商業部開発商品 甘酒仕立て乳酸菌ゼリー ＠官兵衛 好評販売中！ 公式WEB：atto-kanbey.com で購入できます 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Bw4loXwTSZsWJM&tbnid=Xl2rbcbRygP44M:&ved=0CAUQjRw&url=https://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11002052301&GroupCD=0&no=&ei=mPlZU6e4EMz68QX14YCwBA&bvm=bv.65397613,d.dGI&psig=AFQjCNGUGT25S7TEaTpj6w3_QVTn8JZkIg&ust=1398491878808674
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２ 年生のページ 日出総合 総合学科（第 1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。 

 

この時間では、1学期をかけ自らの学習内容や将来の進路等に関連した就業体験（インターンシップ）に向けた

準備を行っています。 夏休みに全員が、原則５日間のインターンシップを県下に先駆けて実施し、今年で４年目

を迎える本校の特色ある取り組み授業の１つです。就業事業所もほぼ決定し、実施に向けた最終準備中！ 

夏に頑張る！２年生総合学科１１４名全員にエールを送ります。２学期には、グループ別・学年別の発表報告

会も予定。更に、1月には、代表者が学修成果発表会で発表予定です。 

 

 

２年生 総合学科 人文科学（文系）系列 明石 裕美  さん 

夏に学ぶ２ 「５日間のインターンシップを前に」 

 私は、夏に行われるインターンシップをホテルで実施します。 このインターンシ

ップは、セルフプロデュース型で、全員や自分の就業先は、自分で探し、自ら 

電話でお願いする先進的なインターンシップです。 

私が、就業先を選んだ理由は、私の兄や兄の友達がホテルマンをしていたので、

その姿に憧れ、将来、その仕事に就きたいと考えているからです。5日間という 

短い期間ですが、一生懸命取り組み、仕事内容や仕事に対する思い等を学び、将来

に役立つことを吸収したいと思います。 

 

 

朝鍛夕錬  1期生が挑む ～日出総合高校 初代野球部主将～ 

３年５組 総合学科 人文科学(文系)系列 古田 喬章 さん 

「本気で甲子園に行きたい！  夏の優勝」 
 秋の九州大会予選で、楊志館高校と対戦し、3対２で負けたことで、自分たちに

何が足りないかを見つけるため、福岡、佐賀、熊本の強豪校と戦いました。 

そこで感じたのは、本気で甲子園に行きたいと思って練習しているかでした。  

夏の大会は、初めて日出総合高校で出るので、今までの練習を信じ、普段通りの

プレーをし、優勝を目指し頑張ります！  応援よろしくお願いします。 

 

 

Miniコラム TIDOU 
明治42年4月 3日、日出町に誕生した「日地町外４ケ町村組合立女

子実業補習学校」が、日出総合まで至る 107年の本校の歴史です。 

この3日後は、アメリカの探検家、ロバート・ピアリーが、凍傷で足

指8本を失いながらも西洋人初の北極点に到達した日でもあります。 

 類まれな学習環境、日出総合は、大きな発展を遂げています。 
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学びの日出 

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）      輝く☆ 

  ３年生初となる、OOT（オンリーワン・タイム）＿総合的な学習の時間 （２単位）が、いよいよ始まりました。  

この時間は、本校での学びの集大成として、１年間かけて「卒業研究」を行っています。 自分の興味・関心、または、

進路につながる等の研究テーマを専門のゼミ（１２名程度）に所属し、決定しました。  

テーマ決定後は、本校図書館や県立図書館等から、資料を取り寄せての調査研究や、作品製作、またアンケートをと

ったり、現地に赴きインタビュー等も実施して、それを論文としてまとめる力等も養っていきます。 

 最後に、１月の全校学修成果発表会で、ゼミ・学年単位で選抜された代表者が発表を行います！ 
 

○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）】の活動予定 

６月 23 67 ①研究活動Ⅱ 

７月 ７ 67 ②研究活動Ⅲ 

  14 67 ③研究活動Ⅳ  個人・チーム面談 

８月 ６   夏休み研究課題の中間提出等（ゼミごと） 

 25 67 ④ゼミ毎に中間発表会準備 

９月 １ 67 ⑤中間発表会の準備・研究活動 

  ８ 67 ⑥中間発表会の準備・研究活動 

  29 67 ⑦中間全体発表会           ～ 10月6日（火） まで 

教えて、soＧＯ！ 答え：1799年。ヨーロッパで、地球一周分の長さを測り決められました。ちなみに、 

子午線の 4,000万分の１の長さが、１ｍ（メートル） の始まりです。  

総合学科 ３年生 人文科学（文系）系列  綾 真奈美 さん 

「卒業研究 テーマ：源氏物語について  

～中世における後宮の女性についての一考察～」 

 私は以前より、文学に興味があり、多くの古典文学を読んできました。源氏物語

は、約千年前に書かれた作品ですが、今だに、研究されている方もいるので、卒業

研究にとても良い題材になると思いました。 

現代の若者に古典の素晴らしさが分かるような研究にしたいと思います。 
 

 

 

万里一歩 
「その学校の学びは、「総合的な学習の時間」を見れば分かる」 という、箴言（しんげｎ）があります。 

本校で学び１年間、更に３年間で何が表現できるのか？ すぐに成果が出るものは必ずしも多くありません。   

ちなみに、地球一周の距離は約４万ｋｍ。 １日4,000ｍ歩き、28年あれば１周できる距離です。 

「万里」とは、地球一周の距離。  いつか役に立つこともあるでしょう。      2015.6   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 

・日出総合高校の校訓 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。 
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