
平成３０年５月発行・大分県立日田高等学校

４月１０日（火）に、羽野武男大分県議会議員をはじめ、たくさんの来賓の方々の参加をいただき、平成３０

年度の入学式が厳粛かつ盛大に行われました。

甲斐耕司教頭による入学許可、式辞のあと、新入生２０９名を代表して、全日制・髙倉大地さん（三隈中学校

出身）と定時制・山下郁音さん（三隈中学校出身）の２名が 「剛健・積極・明朗の校訓に恥じないよう、心身と、

もに健全で豊かな人格を築いていくよう努力します」と力強く宣誓しました。

入学式終了後、本校音楽部（男女混声合唱）による校歌紹介、各ホームルームでのクラス開き、２，３年生に

よる部活動紹介・勧誘等が行われました。天候にも恵まれ、新入生にとって非常にすばらしい、晴れの１日とな

りました。

髙倉大地さん(全)と山下郁音さん(定)が宣誓！平成３０年度入学式



平成３０年５月発行・大分県立日田高等学校

県立九重青少年の家で、４月１２日（木）から４月１４日（土）までの２泊３日の日程で、新入生２００名が参

加しフレッシャーズ・セミナー（教育合宿）を行いました。４月１０日に入学してからわずか２日後の実施でした

が、天候にも恵まれ、有意義なフレセミとなりました。

フレセミ開始当初は、５分前集合や、明るく元気で清々しい挨拶等、基本的な生活習慣・行動等が徹底できませ

んでした。しかし、研修を重ね、仲間との親睦が深まる中で見事に克服し、フレセミ終了時には３つの目標である

「学習方法の習得 「規律遵守 「仲間作り」を達成する事が出来ました。また、クラス・学年の団結とともに他」、 」、

者尊重の精神を身につける等、参加者全員が大きく成長することができた２泊３日のフレセミでした。

毎年恒例の新入生歓迎遠足『桜花会』が、４月２０日（金）に晴天の下、行わ

れました。クラスごとに学校を出発し、有田経由で陸上競技場へ向かいました。

陸上競技場では、文化部が趣向を凝らして１年生をまず歓迎。その後、学年別大

縄跳び大会、部活動紹介パフォーマンス、団対抗校歌歌合戦と続き、最後は全校

生徒による校歌の大合唱で桜花会を閉じました。クラス、学年、全校生徒の親睦

と団結をはかることができた、とても楽しい１日となりました。

（４月１２日～４月１４日）フレッシャーズ・セミナー（教育合宿）

（４月２０日）桜花会（新入生歓迎遠足）
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深津 麻倫（三隈中学校出身）

日田高校での生活はとても忙しく、大変だと感じることもありますが、それ以上に毎日が新鮮

で楽しく、充実しています。入学直後に行われたフレッシャーズセミナーでは、時間の使い方や

学習方法を学んだおかげで、忙しい日々の中で勉強と部活動を両立することができています。

そして、学校行事などを通して、どんなことでも一生懸命取り組む楽しさを、先輩方は教えてくれ

ます。中学生の皆さん、来年は日田高校で、その楽しさを私たちと一緒に感じてみませんか。

横山 誓之介（八幡中学校出身）

日田高校といえば、まず勉強が気になると思います。数学と英語、古典と現代文など、高校

では様々な科目がありますが、先生方によって様々な授業スタイルがあり、充実しています。高

校生活も１か月を過ぎましたが、日田の人たちは、とても優しくて明るい人たちばかりです。友

達ができないのではと心配する人もいるかもしれませんが、大丈夫です。中学生の皆さんに僕

から言うことはただ１つ。『迷っているなら日田高校においで！！』です。先生方や先輩方が、き

っと温かく皆さんを迎えてくれると思います。

芝 珠水（五馬中学校出身）

日田高校に入学して、毎日とても充実した生活を送ることができています。入学してすぐに行

われたフレッシャーズセミナーで、学習方法や５分前行動をしっかりと身につけることができまし

た。勉強はとても難しく、進むスピードも速いですが、予習や復習を忘れずに頑張っていきたい

です。私たちの学年から大学入試の形式が変わるので、１つ１つの授業を真剣に受けて、目標

の大学に合格したいです。私の入部した弓道部は、先輩が優しく、分かりやすく教えてくれま

す。これからは勉強と部活動の両立ができるよう頑張ります。

宿利 康太（古後中学校出身）

日田高校は「勉強ばかり」という堅いイメージがあるかもしれません。確かに勉強は大変です

が、楽しいこともたくさんあります。私は、最初は友達ができるかとても不安でしたが、自然とみ

んなと馴染んでいきました。部活動の先輩方も優しいです。勉強面では、先生方が分かりやす

い授業をして下さるおかげで、今のところ、授業についていくことができています。日田高校は

『大変だけど楽しい』と思います。皆さんも、夢を叶えるために、ぜひ日田高校へ！！

（近況報告その１）日田高で元気に頑張っています！！



立山 和香（玖珠中学校出身）

日田高校では、「予習・授業・復習」のサイクルを基盤に、勉強をする環境が整えられており、

努力すれば学力を大きく伸ばすことができます。列車での通学の途中に勉強したり、時間を有

効活用することができれば、日頃の授業にもついていけるし、部活動との両立も果たせます。ま

た、学校行事と学業のけじめもあり、毎日忙しく疲れますが、とても充実しています。日田高校

は、文武両道を果たし、自分自身の目を達成させることができる、そんな学校だと私は思いま

す。

五島 岳春（北部中学校出身）

日田高校に入り、桜花会（歓迎遠足）の際に行われた部活動紹介にはとても驚かされまし

た。各部とも工夫を凝らしたパフォーマンスで大いに盛り上がり、これからの行事が楽しみなり

ました。日田高校は家での学習時間が増えます。部活動と勉強との両立は大変ですが、５教科

以外にも様々な教科があり、地域についても学ぶことができます。中学生の皆さんは、高校に

入学してからの勉強につまづかないために、今から高校入試を意識して、日頃の生活を見直し

てみてはいかがですか。

池田 陽呂（ここのえ緑陽中学校出身）

最初、日田高校は勉強三昧で大変だろうなと思っていました。でも、今の印象は「楽しい学

校」です。もちろん、中学校と比べると勉強は大変ですが、先輩や先生方、同級生の支えのお

かげで、難なく勉強と部活動との両立ができています。新しい友人、部活動、そして勉強や日々

の学校生活など、何もかも新鮮でとても楽しいことばかりです。日田高校での日々は大変だと

いうのは事実です。そのことを否定するつもりはありませんが、それ以上に楽しい毎日を送って

います。皆さんにも、日田高校で勉強と部活動の両立に励んでほしいと思います。

長谷部 華音（津江中学校出身）

高校では、いろいろな人との出会いがあります。交友関係が広がり、周りから刺激を受けま

す。しかし、他人と自分を比べるのではなく、自分の持ち味を活かして、１人１人が成長していく

ことができるのが日田高校です。文武両道は大変ですが、努力しただけ必ず人生の選択肢が

増えます。３年間という限られた高校生活。仲間ともっと絆を深め、『いま』という２度と戻ってこ

ない青春の１日１日を大切に過ごしたいです。来年、皆さんに会えるのを楽しみにしていま

す！！

堤 歌乃（大明中学校出身）

私は今、高校生活に段々と慣れていっています。課題や予習やテスト勉強に追われながら

も、運動部との両立を頑張っています。私が感じた中学と高校の違いは、人の多さと勉強方法

です。私は少し小さな中学校からの入学でしたので、びっくりするほど人が多く感じました。その

分、たくさん友達を作ることができ、充実しています。勉強方法は、やり直しの方法が違っていた

り、予習をしないといけないなど、今までとは違うけれど、方法を習得するため日々努力してい

ます。皆さんも１日１日を大切にして、夢を叶えて下さい。

金崎 琴乃（戸山中学校出身）

私は日田高校に入学して、約１か月が経ちますが、今とても充実した生活を送っています。

入学式の時に感じていた不安が少しずつ減ってきて、友達も増えて楽しい高校生活を送ってい

ます。学習面では教科の数が多くなって、学ぶことが増え、予習・復習をすることを習慣にして

います。予習や復習をすることで、授業の内容を、早く深く理解することができるようになりまし

た。分からないことも多いけど、日田高校はとても楽しいです！！
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梅山 葵（東部中学校出身）

私は入学したとき、勉強についていけるか心配でした。授業や課題など、もちろん勉強は大

変ですが、自宅での学習のしかたや勉強方法を先生方からアドバイスしていただいたり、授業

もとても分かりやすいので、安心して学校生活を送ることができます。日田高校には、「探究基

礎」というＳＳＨ独自の教科もあり、プレゼン能力や探究心、思考力を伸ばすことができます。勉

強だけではなく、たくさんの部活動もあり、充実した学校生活を送ることができると思います。

佐藤 悠紀（森中学校出身）

日田高に入学して１か月が経とうとしてます。日田高校は進学校ということもあり、入学当初

は、文武両道ができるのだろうか、クラスメートとは仲良くやっていけるのだろうかという不安が

ありました。しかし今では、そんな心配もなく、充実した高校生活を送っています。日田高校は、

夢を持って頑張る人を応援してくれます。今の中学校３年生の皆さんと、来年、日田高校で一緒

に学べることを楽しみにしています！日田高校で待っています！！

佐治 美咲（大山中学校出身）

私が高校生活で頑張りたいことは、勉強と部活動の両立です。私が中学生の時は、勉強で

分からなかった箇所をそのままにしていました。高校の授業では、授業進度が速く内容も難しく

なるので、予習や復習は欠かせません。中学生の時、もう少し勉強を頑張っておけばよかった

なと後悔しています。ですから、中学生の皆さんも、勉強で分からないことがないようにしておく

とよいと思います。これから大変なことがたくさんあると思いますが、勉強にもしっかり取り組む

など頑張ってほしいと思います。

辻田 隼也（山国中学校出身）

僕が日田高校に入学してよかったことは、日田高校での毎日の生活がとても充実していると

ころです。最初は、課題が多く、部活動の時間が中学校に比べて長いので、とても忙しくきつい

と感じていました。しかし、同級生や先輩方はみんな優しく、先生方も親身になって相談に乗っ

てくれます。僕もそのおかげで、高校からはじめたソフトテニスと勉強を両立させることができて

います。来年、今の中学校３年生の皆さんと、日田高校で生活することを楽しみにしています。

日田高校で待っています！！

（近況報告その２）日田高で元気に頑張っています！！



髙橋 萌々（東有田中学校出身）

私が日田高校に入学してからこの１か月間、毎日、勉強やその他の活動に頑張りました。入

学後すぐにフレッシャーズセミナーがあり、友達もできました。高校では、中学の時より授業時

間数や教科の数が増えたり、テストも多くなったので、予習復習、課題がとても大変になりまし

た。ですが、分からなかったことを先生方や友達に聞いて、理解できるように努力しています。

部活動は、茶道部とＪＲＣ部に入部しました。これから、勉強と部活動との両立や規則正しい生

活リズムを意識し、有意義な高校生活を送りたいと思います。

蒲生 塁人（南部中学校出身）

僕は今、部活動と勉強の両立に頑張っています。日田高校は、勉強にも一生懸命取り組むこ

とができ、部活動の種類もたくさんあり、夢を叶えられる学校です。僕には消防士になるという

夢があります。その夢が叶えられるよう、熱心に勉強しています。日田高校は、先輩も優しく先

生方も熱心で、充実した学校生活を送ることができます。中学生の皆さんも、日田高校に入学

して、楽しい学校生活を送りましょう。

斎藤 若奈（北山田中学校出身）

私が日田高校に入学して感じたことは、毎日がとても充実しているな、ということです。授業

は進むはやさが速いので、家でしっかり予習しないといけなくなり大変ですが、時間を無駄に使

うことが減りました。それに私が一番不安に思っていた友達ができるかどうかについても、みん

な優しく明るい人ばかりなので、学校に行くのがとても楽しいです。高校では、今まで以上に勉

強に力を入れて、授業についていけるよう頑張りたいと思います。

佐藤 大空（前津江中学校出身）

僕が日田高校に入学した時、同じ中学校出身の同級生がおらずとても不安でしたが、フレッ

シャーズセミナーで友達をたくさん作ることができました。また、教科の勉強方法も知ることがで

き、とても有意義な合宿でした。普段の学校生活では、先生が熱心に分かりやすく教えてくれて

とてもよいです。また、英語と数学の授業では、自分の学力に応じて授業を受けることができま

す。日田高校は勉強ばかりのイメージがあると思いますが、多くの部活動があり、同級生や先

輩方と切磋琢磨し合うことができます。将来の選択肢の幅を広げるには、日田高校が１番よい

のではないかと思います。

武石 佳奈（東渓中学校出身）

日田高校に通い始めて、予習が当たり前になりました。予習をすることによって、授業の理解

が深まります。逆に、きちんと予習をしないと、授業内容が理解できず、分からないままになって

しまいます。１つ１つのことに真剣に取り組まないと、全て自分に跳ね返ってきますので、中学

生の皆さんも、分からないことをそのままにせず、今のうちに克服しておくことをすすめます。高

校では中学とは違い、様々な活動で自主性を尊重してもらえます。友達を大切にしながら、目

標の高校を目指して、しっかりと頑張って下さい。
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５月１９日（土）に、九州大学『筑紫キャンパス開放２０１８』に、１，２年生の希望者１０４名が参加しました。九大筑紫キャン

パスは、量子プロセス理工学専攻、物質理工学専攻、先端エネルギー理工学専攻、環境エネルギー工学専攻、大気海洋環

境システム学専攻の５つの専攻科を有する総合理工学府（大学院）です。参加者は小グループを作り、興味関心のある研究

施設や研究室へ出向いて、実際に体験させてもらったり説明を聞いたりしました。訪問後は、グループの仲間とレポート作成

のため、聞き取った内容の整理をしました。非常に高度で難しい内容ばかりでしたが、大学院生や大学教授と直接やりとりを

することができ、参加者は大満足の様子でした。また、ある大学教授から、自分の研究室に日田高校の卒業生が在籍して活

躍しているとの話をしていただきました。参加した生徒にとって、学問的興味関心の喚起とともに、将来の進路を考える機会と

なりました。参加した２名の生徒の感想を掲載しますので、ご覧下さい。

（５月１９日）九州大学「筑紫キャンパス開放２０１８」に参加しました！

伊藤朱里（１年・三隈中学校出身） 後藤萌恵（２年ＳＳクラス・三隈中学校出身）

私は、初めて「大学」という場所に行き、そこで行われて 今回の九州大学「筑紫キャンパス開放２０１８」に参加し

いる研究を、自分の目で見ることができました。研究室を て、理学・工学分野について深く学ぶことができました。その

訪問すると、電気を作り出す原理や私達の生活を支えてい 中でも、特にプラズマについて学ぶことができました。プラズ

る人工衛星などについて、色々なことを大学院生が一生懸 マは、植物の成長を促進させる働きや、特定の細胞だけを死

命説明して下さいました。この姿を見て、「自分の研究に誇 滅させることができるなど、応用分野の幅が今後大きく広が

りを持っているから、こんなに一生懸命になれるんだろう」 る可能性があることを知りました。私は、将来の進路がまだ

と私は感動しました。キャンパス開放に参加をして、私は、 決まっていないけれど、今回の九州大学オープンキャンパス

将来自分が仕事に就いたときに、その仕事に誇りを持てる への参加を通して、進路意識がとても高まりました。今回の

ようになりたいと思いました。そのために、日々の小さな活 の経験を活かして、自分の進路実現に向けて頑張っていきた

動にも一生懸命取り組んでいこうと思いました。 いと思います。
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『地域に元気と勇気を活力を！』との思いで、今年もたくさんの本校生が日田川開き観光祭2018に参加しました。どんたくパ

レードでは、毎年好評をいただいている器楽部とチアリーディングとのコラボパフォーマンスを披露しました。また、来年のＷ杯

ラグビーを盛り上げる企画「ちびっ子ラグビー体験コーナー」では、本校ラグビー部員がたくさんの子ども達とふれあい、ラグ

ビーの楽しさを伝えました。このほか、ゴミ拾いをはじめ観光祭の裏方としてＪＲＣ部員も多数参加しました。２日間の観光祭

で、たくさんの生徒や職員が、地域に元気と勇気と活力を与えるお手伝いが出来たのではないかと思います。日田高校は、

地域に根ざし、地域とともに歩み、地域に貢献する学校を目指します。今後も、”地域に元気と勇気と活力を与える”ため、日

田高校は、ますます頑張ります！！

今年の観光祭に参加した器楽部とチアリーディング、ラグビー部の代表者の感想や思いを記載しますので、ご覧下さい。

長尾 栞莉（３年・三隈中学校出身） 器楽部・部長

私は現在、器楽部の部長を務めています。主な活動として、夏の吹奏楽コンクールや地域のイベン

トに参加しています。川開き観光祭２０１８では、どんたくパレードにチアリーディングと一緒に出場し、

若鮎賞をいただくことが出来ました。観に来て下さった皆様に楽しんでもらえたことが、私達にとって何

よりの喜びです。日田高校では勉強と部活動の両立は大変ですが、同じ目標を持った仲間がたくさん

いるので、とても充実した日々を過ごしています。中学生の皆さんも、ぜひ日田高校で一緒に充実した

日々を過ごしましょう！！

渡辺 彩斗（３年・南部中学校出身） ラグビー部・バイスキャプテン

５月２７日にパトリア日田で行われたラグビー体験イベントのお手伝いをさせていただきました。当日

は天気もよく、暑い中での活動になりましたが、参加してくれたちびっ子達に楽しんでもらうことができ、

とても嬉しく、やりがいがありました。ラインアウト体験では、持ち上げられることを怖がる子もいました

が、逆に何度も来てくれるちびっ子もいました。来年、Ｗ杯が日本で開催されますが、このようなイベン

トを通して、もっともっとたくさんの方々にラグビーの楽しさを知ってもらいたいと思います。中学生の皆

さん、文武両道の日田高校で待っています。ラグビーを通して、一緒に成長しましょう！！

青木 優果（３年・東部中学校出身） チアリーディング・総括

私には中学生の時から客室乗務員になるという夢があります。少しでも自分の理想とする姿に近づ

けるよう、今、チアと勉強との両立を頑張っています。観光祭では、器楽部と一緒にパレードに参加しま

した。保護者やたくさんの方々のサポートのお陰で、心から楽しんで踊ることができ、若鮎賞をいただく

こともできました。こんな素敵な思い出を胸に、私は進路目標達成に向けて精進したいと思っていま

す。一生懸命踊ることも勉強に励むことも、今が頑張りどきだと思っています。中学生の皆さんも、今

しかできないことに夢中になって、悔いの残らないように中学生活を充実したものにして下さい。

（5月27日～日田川開き観光祭2018～）地域に元気と勇気と活力を！！



平成３０年６月発行・大分県立日田高等学校

日田高校では、生徒の思考力・表現力・判断力の育成を目標に、本校の全ての教員が自身の授業力向上と授業

改善に、特に重点を置いて取り組んでいます。

今年度の授業改善のテーマは『発問 。授業で、生徒の思考を深め、能動的に学ぶ姿勢や態度を身につけさせる』

ためには、どのような順序やタイミングで、どのような内容の発問を行えば効果的なのか・・・等を、校内授業

改善研修会や教科会議、あるいは放課後の職員室など時間や場所を問わず、全ての教員が熱心に研究・研鑽して

います。ＳＳＨ校としての強みを活かし、思考力・判断力・表現力等の課題解決能力を育成し、学びの質を高め

ていく「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業を研究し、実践していきます！！

日田高校では７月３１日（火）に学校見学会を実施します。学校紹介のほかに授業体験もありますので、楽し

みにしておいて下さい。たくさんの方々のご参加をお待ちしています。また、いつでも授業をはじめ学校の様子

等をご覧いただけますので、ご希望の方はご一報下さい （0973-23-0166 教頭まで）。

今年度のテーマは『発問』進む！ 日田高校の授業改善



平成３０年６月発行・大分県立日田高等学校

将来の日本を支える人材として世界へ挑戦する気概やリーダーとしての素養の育成を目的に、年間４回、国内の各界著

名人による講演や意見交換会を実施します。第１回・開講式には、県内２５の高校から３００名を超える１，２年生が参加。本

校からは１年生１０名、２年生１９名の計２９名が参加しました。参加した生徒は、『世界が抱える社会問題を考える～未来を

作るリーダーになるために』と題する菅谷亮介氏の講演を聴いたり、他校の生徒とグループ別協議に取り組むなど、たくさん

の刺激を受け有意義な時間を過ごしました。本校から参加した２年生２名の感想を紹介します。

（５月２７日）グローバルリーダー育成塾【第１回・開講式】

髙橋大智（２年ＳＳ・三隈中学校出身） 財津 篤（２年文系・三隈中学校出身）

私は日本の大学で２年間学んだ後に、海外の大学に進 私は、昨年度に引き続き、２年連続してグローバルリーダ

学したいと考えています。このような目標を持ったのは、グ ー育成塾に参加し、約３００人の高校生の中で、代表プレゼ

ローバルリーダー育成塾に参加したからです。 ンテーションを行わせていただきました。

この活動の中で、世界が抱える課題とそのとらえ方の講 中学生の皆さんも、今、勉強や部活動など大変忙しいこと

演を聞いたり、他校の高校生と課題解決に向けて自由闊 と思います。しかし、忙しい中でも、自分から進んで外の世界

達にディスカッションを行いました。このような活動を通し に出て、活躍の場を探してみて下さい。積み上げたものは必

て、今までの自分の世界観や常識がいかに偏狭だったか ず自分の力となり、それは将来、進路実現への大きな原動力

に気づくことができました。 となるはずです。

将来、世界の人の役に立ちたい人は、グローバルリーダ 私は今、難関大学の法学部を目指して頑張っています。ま

ー育成塾やその他の様々な活動に積極的に参加した方が た、所属するサッカー部では新チームにかわりましたが、勉

よいと思います。日本の一地方都市にある日田高校でも、 強だけでなく部活動との両立を目指して、日々の学校生活に

世界を視野に、世界貢献の基礎を学ぶことができます。自 全力投球しています。自分自身の成長と進路目標達成のた

分の夢を実現させるために、日々頑張っています！！ めに、中学生の皆さんも共に頑張りましょう！！



平成３０年９月発行・大分県立日田高等学校

７月２４日（火）～２６日（木）の２泊３日の日程で、平成３０年度「大分スーパーサイエンスコンソーシアム（OSSコンソ）」県

外科学研修が、県内１３の高校の１年生６０名と関係校の９名の先生方が参加して実施されました。日田高校からは７名（男

子２名、女子５名）の生徒と２名の教員が参加しました。このＯＳＳコンソ県外科学研修は、最先端科学技術に直に触れ、他校

の生徒との共同生活やグループ討議等を通して、科学への興味関心を高め、身のまわりの諸課題への解決策を自ら考え、

仲間と協働することの大切さを学ぶこと等を目標に毎年実施されています。本年度は、茨城県つくば市の筑波宇宙センター

（ＪＡＸＡ）と物質材料研究機構（ＮＩＭＳ）を見学し、更に１２のグループに分かれて課題研究・発表等を行いました。

参加した生徒は、ＪＡＸＡやＮＩＭＳでの研修では研究者に積極的に質問したり、班別の課題研究では異なる学校の仲間とす

ぐにうち解け、活発に意見を交換し、全員で協力して模造紙に研究成果レポートを描くなど、意識の高さを感じました。また、

参加した生徒全員から、「大変ためになった」、「将来は宇宙関係の研究職に就きたい」等の感想を聞くことができました。日田

高校から参加した生徒の感想を紹介します。ご覧下さい。

（７月２４日～７月２６日）平成３０年度 ＯＳＳコンソ 県外科学研修

武石 佳奈（東渓中学校出身） 五島 岳春（北部中学校出身）

私はＯＳＳコンソ筑波研修を通して２つ得るものがありま 今回の研修は、自分の世界観が変わる大きな体験でした。

した。１つ目は科学への興味関心が高まったことです。ＪＡ 日本の科学技術の最先端に触れることで、これまで常識と思

ＸＡへの訪問で、私たちとかけ離れていると思っていた宇 っていた現象について、研究者から理論的な説明を受けるこ

宙を間近で感じることができ、自分の中の世界が広がった とで、物事には必ず根拠・理由があることを学びました。科学

気がしました。２つ目は仲間と交流する楽しさです。同じ学 技術の勉強以外でも、関東と九州の違いや、同じ大分県でも

校の仲間はもちろん、大分県中の生徒と深く交流できるの 方言の違いや生活習慣の違い等を直に見聞きすることがで

は、このＯＳＳだけだと思います。今回の研修は、私自身の き刺激になりました。研修を通して、自分の進路選択の幅も

進路選択での大きなヒントにもつながりました。科学に興味 増えました。今回の経験を自分の中の大きな自信に変え、何

のない人でもぜひ参加して欲しいと思いました。 事にも積極的に取り組んでいきたいと思います。



平成３０年１１月発行・大分県立日田高等学校

今年度のＳＳＨ国内研修が、１０月１５日から１８日までの３泊４日の日程で行われました。福岡市、北九州市、東国東郡姫

島村の各施設・大学等を訪問し、世界最先端の工場見学や自然観察、留学生との英語でのポスターセッションなど盛りだくさ

んの内容でした。今回は、充実した研修の様子と参加した２年生ＳＳクラスの後藤璃帆さんの感想を紹介します。

（10月１５日～10月18日）平成３０年度ＳＳＨ国内研修（2年ＳＳクラス）

２年ＳＳクラス 後藤璃帆さん（東有田中学校出身）
今回の国内研修では、自信を持って英語で話す力を身につけました。福岡女

子大学のたくさんの留学生の前で、英語でプレゼンテーションをしたとき、最初

は自信のない表情や声で発表していました。留学生が相づちを打ちながら聞い

てくれているのを見て、自分の英語が確かに伝わっていると実感しました。将

来、英語を必要とする職業が多くなると思うので、このような機会を積極的に活

用して、もっと英語力を身につけたいです。

私が国内研修で特に印象に残っているのは、北九州市の環境に対する取組

です。環境汚染が非常に進んでいた北九州市が、まず市民が中心となり、その

後行政も協力して対策を講じたことで、今では環境モデル都市になっているとの

ことでした。このことから、自分で課題を見つけ、取り組みの改善をしていくことが大事だと分かりました。勉強でも同じことが言

えると思いました。私は大学進学を目指しているので、自分の課題を見つけ、目標達成のために勉強を頑張りたいです。

ＳＳクラスの入るとたくさんの貴重な経験ができ、そこから様々なことを学ぶことができます。日田高校に入学して、ＳＳクラス

で一緒に頑張ってみませんか。



平成３０年１１月発行・大分県立日田高等学校

１０月１４日（日）～１９日（金）までの４泊６日の日程で、２年ＳＳクラスの１０名と教員２名の計１２名がＳＳＨ海外研修（マレ

ーシア国）に参加しました。マレーシア教育大学（ＵＰＳＩ）やプトラ・マレーシア大学（ＵＰＭ）、ＪＩＣＡマレーシア事務所、

KL Forest Eco Parkや現地の高校等を訪問し、大学の先生から直接指導を受けながら湖水分析や解剖学実習を行ったり、

現地の高校生と交流しました。また、熱帯森林ウオーキングでの自然然観察や、夕食で様々な国の料理を堪能するなど、マ

レーシアを存分に楽しみ、学習しました。今回は、海外研修の様子と２年ＳＳクラスの石橋愛実さんの感想を紹介します。

（10月１４日～10月1９日）平成３０年度ＳＳＨ海外研修（2年ＳＳクラス）

私は今回、４泊６日のマレーシアでの海外研修に参加しました。マレーシ

アの大学生や高校生と交流したり現地の自然や歴史を学んできました。

このマレーシア研修でたくさんの貴重な経験をした中で、私が一番印象に

残っていることはマレーシアの多民族性です。マレーシアには様々な民族や

宗教の人々が暮らしており、お互いを否定するのではなく認め合い、尊重し

合いながら生活をしています。平和や共生の大切さが叫ばれる一方で、世界各地で紛争が絶えることなく起こっていたり分断の

機運が広がりつつある中で、これは本当に素晴らしいことで、私はもっと多くの人にこのことを知ってもらいたいと思いました。

私は将来、国際関係の仕事に就きたいと考えています。今回の研修で、この思いが一層強くなりました。研修で学んだことや

貴重な経験を活かし、日本と他の国を結びつける「架け橋」のような人になれるよう、これからも努力していきたいと思います。



平成３０年１１月発行・大分県立日田高等学校

ボート部男子は、今年の県総体で４年ぶり１７回目の総合優勝を果たし、東海・近畿５県で行われた全国高等学校総合体

育大会（インターハイ）に、シングスカル（二串綾修・３年・東部中出身）とダブルスカル（石井勇気・３年・三隈中出身／矢幡龍

星・３年・三隈中出身）に出場しました。女子も舵手付クオドルプル（矢野美羽・２年・ここのえ緑陽中出身／藤原寿・２年・矢幡

中出身／秋好七海・２年・北山田中出身／都崎彩花・１年・北部中出身／室侑・１年・北部中出身）が出場しました。男女とも

に準々決勝で惜敗し上位入賞はなりませんでしたが、インターハイの常連校として、”日田高校ここにあり”を全国に知らしめ

てくれました。出場した藤原さんに感想を語ってもらいました。

福井県で行われる「しあわせ国体」に、本校から県代表として４名の生徒が選出されました。バスケットボールの森山颯斗

（３年・三隈中出身）と梅木涼貴（２年・五馬中出身）、水泳（オープンウォーター）の佐之瀬香花（３年・南部中出身）、ボートの

石井勇気（３年・三隈中出身）の４名です。バスケットボール部の森山君に国体に向けての決意を聞きました。

（ ）インターハイ出場 ボート部 男子・女子（ ） ７月２４日～７月２６日

６月の県総体で優勝することができ、目標としていたインターハイ出場をチー

ムのみんなと喜び合いました。そして、インターハイでも上位に入賞しようと、県

総体以降、先生方の指導のもと、日頃の練習に集中して頑張りました。

今回、愛知県で行われたインターハイに出場し、残念ながら準々決勝で敗退

してしまい、上位入賞はかないませんでした。全国の速いクルーと戦い、全国

の高い壁を実感することができ、来年こそは全国の舞台で活躍できる選手にな

りたいとチーム全員で誓い合いました。

日頃の部活動は確かに大変ですが、部活動だけではなく学習にも更に力を

入れて、目標とする大学進学を目指し、文武両道を果たしていきたいと思いま

す。ぜひ、中学生の皆さんも、日田高校で充実した高校生活を送りましょう！！

（バスケットボール・ボート・水泳）国体選手に4名が選出！！

今回の国体では、普段プレーしているチームとは違い、県内で選抜され

た１１名でチームをつくります。大分県チームは他県と比べて身長が低い

ですが、その分、運動量でカバーして１勝でも多く勝てるように県の代表と

して全力で戦ってきます。これから高校最後の全国大会出場をかけた県

予選大会があったり、大学入試がひかえています。両方とも万全の準備を

して、県で優勝し、希望の進路も達成できるように頑張りたいと思います。
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剣道部 後藤大蔵（山国中学校出身）

現在、日田高剣道部の部員は７名です。少ない人数です

が、みんな一生懸命練習に励んでいます。今回の１１月の

県新人大会の個人戦では、あと一歩で九州大会出場を逃

してしまいました。今は次の目標である全国大会出場に向

け、練習しています。皆さんも、日田高剣道部で夢を叶えま

しょう！！

弓道部 宮川楓華（八幡中学校出身）

私たち弓道部は、１１月に女子団体が九州大会に

１２月に男子団体が全国選抜大会に出場します。来

年は男女でインターハイを目指して練習しています。

試合では１本１本が大切になってくるので、常に試合

を意識し質の高い練習をしています。部員皆が一丸

となって、部活動も勉強も全力で頑張っています！！

ラグビー部 相垣貴洋（三隈中学校出身）

現在ラグビー部は、７人という少ない部員で活動

しています。人数が少ないというハンディキャップは

ありますが、来年１月に行われる１０人制大会での

優勝を目標に、部員全員が練習に取り組んでいま

す。目標達成のために一致団結して頑張ります！

ボート部 藤原 寿（八幡中学校出身）

１１月に行われた九州大会に出場し２位と

なり、１年生の頃から目標としていた全国選

抜大会に出場します。これは、日田高校で同

じ目標を持って頑張ってきた仲間がいるから

できたことだと思います。中学生の皆さんも、

私たちと一緒に日田高校で充実した高校生

活を過ごしましょう。

（部活動・頑張ってます特集１）文武両道の日田高！！
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卓球部 西村典容（三隈中学校出身）

卓球部は、少人数ですが毎日練習に取り組んでいます。先日

行われた県新人戦では、目標としていた団体戦ベスト８以上に

進出することはできませんでしたが、団体戦、個人戦を含めて、

出場した全員が練習の成果を発揮できたと思います。この経験

をいかし、来年度の県総体では、新人戦以上の成績を残すこと

ができるように部員全員が一丸となって頑張ります！！

バスケット部男子 梅木涼貴（五馬中学校出身）

現在、バスケットボール部男子は、部員１５名、マネ

ージャー４名の計１９名で頑張っています。私たちは、大

分県制覇を目標に、日々の練習に取り組んでいます。

『優勝旗を日田へ！』を合言葉に、”走り勝つバスケット

ボール”を目指して頑張ります。中学生の皆さんも、私

たちと一緒に大分県制覇を目標に頑張りましょう！！

バスケット部女子 齋藤光里（三隈中学校出身）

こんにちは。バスケットボール部女子は、現在、７

人という少人数ですが、自分たちで練習メニューを考

え、工夫しながら活動しています。日田高校は進学校

ですが、ほとんどの生徒が何らかの部活動に所属し

ています。文武両道のできる環境で、同じ志を持った

仲間と一緒に、ともに成長していくことができます！！

バレー部女子 田中陽美（三隈中学校出身）

限られた時間を有効に使い、自分たちで考え、

工夫しながら、日々の練習、土日の練習試合に励

んでいます。大会では常に、私たちを支えてくれて

いる方たちへの感謝の気持ちを忘れずに、感動を

与えられるようなプレーをめざし、チーム一丸とな

ってがんばっています。

（部活動・頑張ってます特集２）文武両道の日田高！！


