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「反省はしろ！後悔はするな！」 

 

 そろそろ新カレンダーの季節です。今年の日めくりカレ

ンダーが、今夏、累積売上１００万部を突破し 

大きな話題となっている、松岡修造さんの言葉です。 

松岡さんは、プロテニス選手の錦織圭さんが小学生の時

に学んだ先生の一人ですが、彼自身、インターハイ優勝、 

日本人男子選手初のATPツアー優勝の名選手です。 

 皆さんの２・３学期のアクティブな「諦めない」学びに、 

大いに期待したいものです。 

 

１年総合学科系列別バス研修 で学ぶ    〇九州産業大学（福岡市）キャンパス体験 最新の図書館（正面） 

【8月 28日（金）福岡方面で実施】 
 

例年１～2月に実施していた、上記1年生1日バス

研修を、初めて県外（福岡）で実施しました。 

生徒120名と教員8 名が系列ごとに4台のバスに

乗って、【大学】福岡大学・九州産業大学、【専門学校】 

麻生ビジネス専門学校他、【企業】山口油屋福太郎、   〇アサヒビール博多工場  〇九州最大 麻生グループ専門学校(福岡) 

アサヒビール博多工場を見学、説明を受けました。                

福岡市に初めて行った生徒も多くいる中、福岡で学ぶ、働く姿を身を持って体験でできたことは、これか

ら各系列で、へこたれずに頑張ること、その後につながる何かを感じた1日になったことでしょう。 
 

１年４組 総合学科 自然科学（理系）系列   三ヶ尻 智英 さん 

学ぶ 「１年系列決定：苦手な数学の克服をめざして」 

私は、１学期末に４つの系列の中から、自然科学系列を選択しました。 

自然科学を選んだ理由は、進学するにあたって苦手な教科、特に数学を克服したい

と思ったからです。苦手である数学中心の授業ができています。 

２年生になると、数学検定等の検定に積極的に挑戦したいので、この調子で学習を

続けていきたいと思います。 
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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）」を実施しました。 

 本校の大きな特徴は、「セルフプロデュース型」。１年生総合学科１２０名全員が７月２

１日（火）～２４日（金）の１日で実施する体験学習する。将来の就職を考える上で、き

っと貴重な経験となったようです。 

 ２学期となり、グループ別・学年の発表報告会も行いました。更に、３学期には、代表

が学修成果発表会で発表もします。たくましく、成長していく１年生に要注目です！ 
 

○1年生 今後の「産業社会と人間」活動予定 
 これからの主な学習項目 主な内容 

１１月 外部進路ガイダンス・市民性を高める外部講師Ⅰ １７日進路ガイダンス・２４日外部講師 

１２月 各種研究活動・市民性を高める外部講師Ⅱ 進路学修・１月発表会準備 

１月 発表大会準備・進路学習のまとめ 進路学修・１月発表会準備 

２月 外部進路ガイダンス 進路学修のまとめ・班別発表会等 

 

「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  流通ビジネス系列（商業）  酒井 楓 さん 

夏に学ぶ１  「美容関係で学んで」 

 私は、７月２４日に、「ＤＥＬＥＣＡＴＩＯ」という、美容関係のところへジョブシャドウイングに行っ

てきました。部屋の中は、広くて、落ち着ける、家のような感じでした。 

このお店では、リンパマッサージやネイル、まつ毛エクステの３種類があり、今回はまつ毛エクステをし

ているところを見せていただくことができました。 

細いピンセットでまつ毛をつけたり、細かい作業だったので、とてもすごいと思いました。 

たった１日で、沢山のことが学べたので、とても良かったです。すごくいい経験になったので、これから

は、将来のために生かしていきたいと思います。 

 

もう一度聞いて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、特に、本校は、「自分の経験したい就業先を自分で見つける」セルフプロデュース型が大きな特

徴です。 日本の新たな教育プログラムに、全国的にも先進的かつ本格的に取り組んでいる高校です。 

 

新企画  教えて、soＧＯ！    ｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍｍ 

Ｑ １ｍ（メートル）が定義され約 130年後、10-15 m に挑んだ日本人は誰？ 

0.000000000000001m のことです。 ☆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 ＠官兵衛は、おかげさまで 公式WEB：atto-kanbey.com は完売しました

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。 

 

 夏休みに、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。特に、本校のインターンシップはセルフプロデュース型。自分で働きたい場所を自分で

考え、依頼し、準備するという、より実践的な学びです！ 

９・１０月には、グループ別・学年別の発表報告会も実施しました。代表による１月の全校による学修成果発

表大会での発表が楽しみです。 
 

２年生 総合学科 流通ビジネス（商業）系列  工藤 華純  さん 

夏に学ぶ２「貴重な体験。ケーキ屋さんのインターンシップ」 

 私は、将来、接客業につきたいと考えています。 

そこで、今回はあしながおじさんというケーキ屋さんに行きました。 

ケーキは好きだけど、ケーキ屋さんでどんなことをするのか、全く分かりませんで

した。実習では、お店に置くクッキーやパイの包装、箱作り、シール貼り、掃除など

をしました。皆さん忙しくて、暇な時間はほとんどありません。何をしたら良いのか、

自分で考えて自分の意志で行動することが大切だという事を感じました。 

普段できない経験ができて、とても嬉しかったです。5日間という短い間でしたが、とても貴重な経験が

できました。 
 

朝鍛夕錬 夏 先生たちも研修に挑む ～７月末から８月初旬に実施～ 
①タブレット端末を用いた新たな授業  ②世界シェアNo.1 ３Dプリンタの活用 
  
全国的にも少し                             ３Dプリンタ。 

ずつタブレットを使用                                アメリカが先行する技術                     

した授業が実践され                               ですが、日本でも学校で 

始まりました。                                    活用されるケースも出始 

 タブレットを活用した                               めています。 

授業に先生方の関心も                                本校は県内でも先進 

高まりをみせています。                              的に研修する学校です。 
 

Miniコラム TIDOU 
2014年 10月28日に、日出暘谷・日出総合の前の日出高校跡地に商業施設

が着工され、この春完成した「ＢｉＶｉ 日出」！ 

18年前までここに日出高校があったことを知る生徒は少ないと思います。 

既に、跡地の半分はビジネスホテルと家電量販店が開業していましたが、 

残り半分の面積１万１千平方メートルがそのままの状態になっていました 

商業施設にはスーパーマーケットやドラッグストアはじめ、町立図書館等 

が設けられました。 学びに大いに活用したいですね。 
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学びの日出 

ｓｏ_ＧＯ   ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ  

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！ 
３年生初のＯＯＴでの１年間かけた「卒業研究」も折り返しを過ぎ、中間報告会を行いました。 

１月に開催される全校での学修成果発表大会で、ゼミ・学年での発表を経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 
１１月 67 研究活動  ・ １１月２４日（火）各ゼミ代表決定・報告会 

１２月 67 ３学年代表報告会 ・学修成果発表大会（１月）準備・ 

１月 
67 研究論文のまとめ ・学修成果発表大会（２０日） 

67 研究論文の完成・提出（1月29日（金）） 

総合学科 ３年生 人文科学（文系）系列  岡田 幸奈 さん（上尾ゼミ） 

「卒業研究中間報告 テーマ： 無意識と夢 について」 
 私は前から夢について、興味を持っていました。眠っているときに見る夢は、「無意

識からのメッセージ」ということを知り、夢と無意識のつながり、また、目標として

見る夢と何か関わりがあるのかということについて研究しています。 

そして、自分の夢である学校の先生になった時に、目標をもっている子の手助けが

できるように知識を身につけたいです。 

教えて、soＧＯ！ 答え：1949年 日本最初のノーベル賞受賞の理論物理学者 湯川 秀樹です。 
彼の偉業から、世界でも、0.000000000000001m  ＝ １Y（ユカワ） という単位となっています。 

情報処理の単位でいうと、 ミリ⇒ マイクロ ⇒ ナノ ⇒ ピコ ⇒  の次の単位です。  
 

総合学科 ３年生 自然科学（理系）系列 佐藤 倫太郎 さん(衞藤ゼミ) 

「卒業研究中間報告 テーマ： プロ競輪選手 新田選手について」 
 私が研究している内容は、プロ競輪選手の新田選手についてです。新田選手は、今、

日本のナショナルチームに所属し、日本競輪界、注目の選手です。 

そんな新田選手のタイムや戦法、勝率などを、4月から調査してきました。5月に

は、実際にレースを見ることができて、とても良い経験ができました。 

これからは、調べたことを分かりやすくまとめ、発表していきたいです！ 
 

 

万里一歩 
「万里」とは、地球一周の距離。１ｍはその約4千万分の 1。 更に、その 10-15  の世界を研究したのが、日本

の天才 と言われる湯川秀樹先生です。先行するアインシュタインはじめ、世界で誰も証明できなかったことを 

先生は、20代にして理論予言。見えない一歩を見える一歩にして魅せた日本人が忘れてはならない大偉業です。 

10－１５ｍ ＝「１Ｙ（ユカワ）」。    いつか役に立つこともあるでしょう….     2015.10   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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