
  

 

 

１９）第２回ＩＣＴ機器授業活用研修 

        ◇平成２８年７月２１日(木)  

    ◇図書室  

        ◇講師 大分工業高校 足立正和指導教諭 

◇実際に授業でどう活用されているのかを見せてもらい 

ました。１つの動画から考えさせる工夫、動画を静止させ画像をその場でズームできる 

ことのメリット、目と耳で感じさせること等を実体験に基づいて分かりやすく教えても 

らいました。 

 

２０）外壁清掃 

        ◇平成２８年７月２９日(金)  ９：００～１２：００ 

    ◇図書室  

        ◇定時制、夏の風物詩、職員による外壁清掃＆校内清掃を行いました。 

    1 年分の蜘蛛の巣や虫をきれいに取り払い、窓はぴかぴかに。 

    採光をよくすることにより，室内は明るく働きやすくなり，能率的な労働環境が整いました。 

    これで二学期も♪視界良好、まちがいなし！です(^o^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１）全国高等学校定時制通信制体育大会報告(定時制給食室） 

       ◇平成２８年９月１日(金) １８：５０～１９：１０ 

     

平成２８年度 経過報告（２学期） 

【バドミントン部】 

 

「団体戦で広島と対戦し、１回戦で負けまし

た。本領が発揮できずに悔しい思いをしまし

た。１セットとれたのはうれしかった。」 



   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの部も全国大会 1回戦の壁にはね返されましたが、「全国の舞台」を肌で感じることが 

できたことが何よりの収穫です。来年の「全国大会 1勝」に向けて「第一歩」を踏み出します！ 

 

 

２２）二学期始業式(定時制給食室） 

        ◇平成２８年９月１日(金) １９：１０～１９：２５ 

    ◇校長式辞  

        ◇全国大会に出場した者は、練習を繰り返し努力した 

からこそ達成感を感じている。悔しさをバネに次へ 

の意欲と挑戦を大事にして欲しい。 

◇リオのオリンピックやイチロー選手のように「目標」とそれに向かう「強い意志」を持っ 

た人間は、不可能を可能にすることができる。 

        ◇課題を見つけ克服する、地道な努力があってこそ、その先に成長の扉が開かれる。 

これまで取り組んできた成果が出るよう、日々の学校生活を大切にし、力を蓄え、自己向 

上を図りましょう。   

 

 

２３）デート DV講演会 

         ◇平成２８年９月７日(水)  

◇講師 NPO 法人「えばの会」   佐藤 益美 氏 

         ◇暴力（ＤＶ）のない社会の実現をめざし、将来社会人となる 

生徒が未来の加害者・被害者になることなく、ＤＶ予防と人 

権尊重の大切さを考える機会として実施しました。 

 

【卓球部】 

 

「男子は東京都と対戦し、０－３で負けました。負

けたのは悔しかったけれど楽しめました。」「女子

は神奈川と対戦し、負けました。悔しかったけど、

また機会があれば卓球をやりたいと思います。」 

【ソフトテニス部】 

 

「男子は東京と対戦し、１回戦で負けましたが、楽

しく試合ができました。」「女子は福井と対戦し、

１回戦で負け、悔しかったです。」 

 



２４）校内生活体験発表大会 

        ◇平成２８年９月９日(木) １８：１５～１９：４０ 

    ◇会議室（全日制）  

☆最優秀賞 □２年 佐藤 誠一さん（三隈中）  

「桜梅桃李（おうばいとうり）」 

☆優秀賞  □３年 江田茉由子さん（大山中）「将来の夢」 

□３年 日隈 詩織さん（南部中）「友達と先輩」 

□３年 木下 沙樹さん（南部中）「自分が今思っていること」 

☆優良賞  □１年 守永 将吾さん（三隈中）「林工をやめてから」 

 □２年 江田 彩乃さん（東部中）「薔薇のある庭」 

□２年 江田 太朗さん（南部中）「これまでの生き方」 

☆佳 作  □２年 川津 洋也さん（東部中）「これまでの人生」 

 □２年 杉山  諒さん（東部中）「定時制に入って」 

□２年 川津 龍平さん（東部中）「夏休みに見たアニメ」 

 

◇本物の言葉には、聞いている者の心を動かす力があります。聞いている生徒のみなさんも、 

発表者の一言一言を聞き逃すまいと、しっかり耳を傾けていました。  

 

２５）第６７回体育祭 

         ◇平成２８年９月３０日(金) １８：１５～２１：２０  

     ◇体育館  

     ◇校外参加者(保護者含む)５０名 

     ◇文化祭と体育大会を３時間に凝縮した本校独自の体育祭。 

       運動の得意な子、物怖じしない子は当日、運動種目や演技種目（ダンス、太鼓）で、 

どちらかというと想像力・創造力豊かな芸術系の子、運動の苦手な子、引っ込み思  

           案な子、は準備段階（制作班）で頑張る姿がありました。 

           生徒の特性に応じて一人一人が活躍できる場面を用意しています。小・中学校で 

不登校だったとは思えないほど、一人ひとりが自分のペースで「立ち上がり」、成 

長しています。 

 

       ＜お菓子制作班＞ 

 

                              

 

 

 

夜、応援に来てくれる方々へのブラウニーを丹精こめて作りました。 

 



 

       ＜制作班＞ 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＜歌唱班＞ 

 

 

 

 

 

    ＜ダンス班＞ 

 

 

 

 

 

    ＜太鼓班(岳滅鬼太鼓)＞ 

 

 

 

 

 

    ＜競技＞           

 

 

 

 

 

 

当日は３０℃を越える日中の暑さ以上に、持ち前の能力を存分に発揮した熱い戦いが夜の体育館 

で繰り広げられました。 

 



２６）ソーシャルスキルトレーニング研修 

         ◇平成２８年１０月７日(金) １４：００～１５：００  

     ◇図書館  

     ◇講師 大分県教育センター北村教指導主事 

     ◇ソーシャルスキルトレーニング（SST）とは何か。 

また、コミュニケーション関するトレーニングの技法（インストラクション→モデリング 

→リハーサル→フィードバック→定着化）などについてプレゼンテーションやワークなど 

を通して分かりやすく教えていただきました。 

 

 

２７）第３回ＩＣＴ機器授業活用研修 

        ◇平成２８年１０月２０日(木)   

    ◇図書室  

        ◇講師 大分工業高校 足立正和指導教諭 

◇２回目の講義ということで、前回の７月に学んだことを 

踏まえて、動画や画像の処理について教えてもらいました。 

     特に食育実習に向けて本校職員が iPad で作成した動画はとてもよくできており、「前回の 

研修を受けて、それを実践し、先生方は進化しています」との言葉をいただき、さらに実践 

意欲が高まりました。 

  

 

２８）第６１回大分県高等学校定時制通信制「生徒生活体験発表大会』 

        ◇平成２８年１０月２１日(金)   

    ◇中津東高校定時制 体育館  

        ◇各校（日田・大分工業・中津東・爽風館３部制）より代表生徒 

５名が出場し、１１月の全国大会に向け弁論を競い合いました。 

     各校で行われた校内選考を経て出場した選手とあって、これま 

での自分の人生を振り返り、その思いを熱く語ってくれました。 

     その中にはいじめや家庭内での暴力などの苦難を乗り越え、い 

ま定時制で学ぶことで、自分の夢や将来の希望を達成しようと 

する強い決意が感じられました。  

本校代表の「２年生 佐藤誠一」も練習の成果を十二分に発揮し、はっきりとした大きな声 

で堂々と胸を張って自分の思いを熱く語り、聴衆を魅了しました。最優秀賞は中津東高校と 

なりましたが、佐藤さんも優良賞に輝き、すばらしい成果を納めることができました。  

最後に野崎審査委員長の先生から、審査会での「もう少し聞いてみたかった」「生の声が聞 

けた」「働きながら学ぶ中で、辛く苦しいこともあるだろうが、夢や希望に向かって頑張っ 

ている姿がよく分かった」との感想が紹介されました。 



２９）ネットトラブル・情報モラル安全出前授業 

        ◇平成２８年１０月２６日(水)   

    ◇会議室  

        ◇講師 株式会社エムツーアイ 荒井ちひろ氏 

◇ＳＮＳの利用に伴う『ネットいじめ』・『ネット犯罪』及び『ネット依存』などの社会問題の 

現状やインターネット・ＳＮＳの安全な扱い方等について、分かりやすく教えて戴きました。 

 生徒からは、「日頃、何気なく使っているツイッターだが、使い方によっては法律に触れ、大 

変な問題に発展してしまうなど、改めてネットの怖さを知る機会になった。」などと言った感 

想が聞かれました。情報を扱う上でのモラルの大切やそれに伴う責任の重さを再確認するこ 

とができました。 

  

 

３０）進路ガイダンス 

        ◇平成２８年１０月２８日(金)   

    ◇会議室  

        ◇講師 ライセンスアカデミー他 

◇前半は全学年共通の就職講座で、「高校生の就職の現状」・ 

「働く意義、目的を考える」・「相手（企業）を知る」・ 

「社会人と学生の違いを知る」･「社会が求める人材を知る」 

の柱にそって講演がありました。 

    後半は３，４年生がマルミヤストアの人事部長から日常の 

業務を通して求められる社員像について具体的に講演があ 

りました。 

１，２年生は福祉系、調理系、事務系の３つの職業別分科 

会に分かれて参加しました。まだ、自分の進路を決めかね 

ている生徒にとっては参考となる話が聞けた有意義な会で 

した。 

 

 

３１）観点別評価研修会 

        ◇平成２８年１１月 １日(火)  ◇図書室  

        ◇講師 高校教育課 戸上健治指導主事 

◇中教審教育課程企画特別部会論点整理の資料を基に学びに 

対する考え方や授業改善に関わる説明があり、その後、学習評価における考え方や工夫改善に 

ついて話をしていただきました。定時制としての評価のあり方は難しいことにも触れられ、学 

校として今後研修をしていく必要性があると感じました。定時制としての評価や授業改善に 

向けて教員で考えるきっかけとなる時間になったと思います。 



３２）大分教育の日「給食体験」「授業公開」 

        ◇平成２８年１１月１日(火)～４日（金）   

        ◇「給食体験」では、保護者はもちろんのこと、外部の方も 

多数来校され、定時制の給食をたっぷりと堪能していただ 

きました。「バランスがよく、種類（食材）が多く、大変 

おいしかった」「皆さん（学生と先生方）の食事の雰囲気もいい感じでした。来年もまた来 

たいです」「久しぶりの給食をとてもなつかしく楽しくいただきました。コッペパンはとて 

もおいしくシチューは秋の食材がたくさん入っていてとてもおいしくいただきました。」 

などの感想が聞かれました。 

    ◇ 給食体験の後、ほとんどの方が、授業を見に行かれていま 

した。情報の授業では一緒に授業を受けられていました。 

「仕事が終わっての授業。コンピュータだからかもしれな 

いが、寝たりする子もいないでよかったなと思います。 

私もパソコン習いに来たいなと思いました」 

「理解にスムーズにいく者とそうでない者との差があり、質問するのが恥ずかしい子はつい 

ていっているのかなと思った。先生の画面には生徒の進度がわかっているようでしたから、 

皆ついていっているのでしょうね」「先生方が生徒を巻き込んで興味を持たせて授業をなさ 

っているのに感心しました」などの感想が聞かれました。 

 

 

３３）第１回食育実習「味噌づくり」 

        ◇平成２８年１１月１日(火)～４日（金） 

    ◇調理室   

        ◇講師 大分県食育ひろげ隊 河野麻美氏 

    ◇給食で食べるための味噌づくり！大豆をつぶすことから始ま 

りました。丸めて団子にして容器に詰めました。年が明けて 

１月か２月には人気の味噌は「麦」、塩は「ふくしお」、しょ 

うゆは日田の「マルマタしょうゆ」が生徒のみなさんには好み 

に合ったようです。できあがります。給食メニューのリクエス 

トは“豚汁”さて、どんな味噌になるのかお楽しみ！ 

   次は、テイスティングです。河野さんから「味噌」「しょ 

うゆ」「塩」の体への効果や素材の違いなどを説明しても 

らいながら、みそ汁にしたり、味噌玉を作ったりしました。 

人気の味噌は「麦」、塩は「ふくしお」、しょうゆは日田 

の「マルマタしょうゆ」が生徒のみなさんには好みに合っ 

たようです。みなさんの体を作る「食べ物」。調理に欠か 

せない調味料を選ぶ参考にしてもらえるといいなと思いま 

す。 



３４）３年「修学旅行」 

        ◇平成２８年１１月８日(火)～１０日（木） 

    ◇東京   

        ◇１日目 １１月８日（火） 

           福岡空港から東京へ。初めて飛行機に乗る者 

も４名。空港からホテルへ向かい、荷物を置 

いたら東京の街を徒歩と電車で体感しながら 

浅草へ。浅草寺でお参りした後、隅田川を船 

で下り、東京タワーへ。東京タワーから電車 

で築地へ。ここでは各班自由行動で夕食をと 

ります。築地では、回転寿司にいった者が６ 

名、海鮮丼を選んだ者が２名でした。 

今日は、朝早くから 1日よく歩きました。 

東京の町中を歩き、地下鉄に乗り、目まぐるしく色んなも 

のを見て回りました。ある先生の万歩計では 20,702歩を 

カウントしていました。 

 

       ◇２日目 １１月９日（水） 

     今日は待ちに待った東京ディズニーランドです。  

 

 

 

 

 

東京ディズニーランドは朝の曇り空から晴天に・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パレードと買い物を楽しんでアトラクションを５回の班、パレードとアトラクション１０回の 

班、アトラクションのみ通算１３回の班。しっかり夢の国を堪能したようです。 

 

 



 

        ◇３日目 １１月１０日（木） 

          とうとう最終日の朝を迎えました。ホテルでの 

最後の朝食をしっかりと食べ、みんな元気です。 

東京スカイツリー、到着 大展望３５０ｍを体 

感！スカイタウン自由散策！ 

           早い時間ですが、結構な人で混雑しています。 

地上３５０ｍの展望台で東京タワーからとはまた 

違った東京の景色を目にしました。遠くにはうっ 

すらと富士山も見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

     本校の修学旅行としては、例年より１日短い３日間という日程で、どのようになるかわから 

ないもの、まさにミステリーツアーでしたが、終わってみれば最高にスペシャルなツアーに 

なりました！生徒が自ら最高に楽しい思い出づくりを行った素晴らしさは、後にも先にもな 

い今年ならではの修学旅行でした。 

 

３５）健康教育講演会 

        ◇平成２８年１１月１１日(金）       ◇給食室   

        ◇講師 「伝書バトの会」 大住珊士氏   「虹色おおいた」 奥結香氏 

        「APUcollars」   尾形容子氏 鈴木乙永氏    

    ◇テーマ「性（セクシュアリティ）について語ろう」 

「ＬＧＢＴ」「セクシュアルマイノリティ」という言葉の説明と 

「性（セクシュアリティ）」の考え方やとらえ方について簡単に 

話をしてもらった後、４人の方それぞれにご自分のセクシュアリ 

ティの捉え方を含めた自己紹介や質問に回答してもらいました。 

４人の方それぞれ経験や考え方が違い、お互いに話し合う姿も見 

られ、「いろいろな人がいるんだなと思った」「性のことや知ら 

ないことをたくさん知れてよかった」「とてもいい話を聞けてよ 

かったです」など、生徒もたくさんの感想を書いてくれました。 

初めて聞く内容も多かったと思いますが、一生懸命話を聞く姿に 

講師の方も「いい時間を過ごせました」「定時制の素敵な生徒さ 

んに出会えてよかった」と言われていました。自分の生き方や周 

りの人との接し方、これからの社会がどうあったらいいかなどを 

考えられた講演会だったのではないかと思います。 



３６）保健師相談業務説明会 

        ◇平成２８年１１月１６日(水) 

    ◇講師 日田市福祉保健部 保健師 秋吉・長野・小関 

    ◇４年生と１年生を対象に保健師さんの仕事の内容や 

相談業務についての説明会がありました。 

     思春期・青年期の心の健康についてや様々な悩み事 

への対応、こころの相談窓口について詳しく具体的 

な事例を交えながら紹介してくれました。 

     特に、学校を卒業し、気軽に相談出来る先生が周りに 

いなくなったときに、助けてくれる存在として覚えて 

おいてください。 

 

 

 

３７）バス遠足 

        ◇平成２８年１１月１８日(金)  

    ◇北九州、下関 

    ◇学校を出発して約１時間半で最初の目的地、ノーフォ 

ーク広場に到着。そこから徒歩２０分かかる関門トン 

ネル人道を歩きました。 

 

 

 

 

 

 

その後バスで移動して赤間神社へ。ここは、壇之浦の合戦に敗れた安徳天皇や、小泉八雲の 

怪談で有名な耳なし芳一像を奉っています。 

 

 

 

 

 

 

そのまま、昼食場所となる唐津市場とカモンワーフへ行きました。ここで生徒は、昼食代とし 

て渡された￥１，０００で、各自で好きな物を食べるという初めての試みに挑戦。  

 

 



 

        

 

 

 

 

 

昼食後、すぐ近くの海響館に行き様々なイベントを見学しました。なかでも可愛らしかったの 

はスナメリです。パイプを吸い、バブルリングというぽわっとした丸い輪っかを作って、得意 

げに我々に披露してくれました。他にもイルカとアシカのパフォーマンスショーやペンギン 

村等を見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族や職場のひとたちにお土産を選び、午後３時にバスに集合し、学校に向けて出発。 

普段とは違う時間帯、活動でしたが参加全員元気に帰り着き、よい思い出になりました。 

 

 

３８）第２回新体力テスト 

        ◇平成２８年１１月２１日(火)  

    ◇新体力テストの第２回目を行いました。 

これは本校独自の取り組みです。新学期に行った第１回 

目から半年、自分の体力がどう変化しているか見るもの 

でした。始まる前に感じたやる気なさとは裏腹に、いざ 

反復横跳びに始まり、５０Ｍ走では隣の相手との勝負に 

や記録更新に真剣な姿がありました。周りに応援される 

ことで頑張れたり、照れ隠ししたり、生徒の色々な反応 

もまた見ることができました。「たかが体力テスト、さ 

れど体力テスト」、様々な体験を通しての生徒の変化と成長が楽しみです。 

 



３９）第２回食育実習「ブリ解体体験並びに試食会」 

        ◇平成２８年１１月２５日(金)  ◇調理室 

    ◇講師 村松水産代表取締役 村松一也氏 

◇まずは、蒲江の水産業についてのお話。 

 「心を込めて育て上げた魚をどうやって食べてもらうか」 

「地域の若者が水産業で生活していくためにどうすれば 

いいか」「孫の世代にも安心な食材を提供するにはどう 

すればよいか」など様々な課題と向き合い解決策を地域 

の人と考えた、「活き粋船団」の活動の紹介 

その後、下処理を済ませて持ってきてくれたブリの解体。 

さばく様子を見ていたら、さばき方も想像していた方法 

と違っていてまたビックリ。あっという間に、村松さん 

が解体してくれた切り身を、今度は生徒のみなさんで刺 

身にしました。その後、刺身、あぶり、皮のあぶり、ブ 

リカマ塩焼き、などなど日頃食べられないような部位ま 

で、「丸ごと１匹調理し食べる」という貴重な体験をす 

ることができました。とびきり新鮮な刺身やあぶりに舌 

鼓をうつ様子がとてもかわいかったです。 

最後はりゅうきゅうを作ってお持ち帰り。１晩置いてま 

た違ったブリを味わえたことと思います。 

「来年は村松さんの養殖場見学や釣り体験に行きたい！」 

というリクエストも出ました。食の体験を通して、みなさ 

んの体づくりと健康を考える機会になればと思います 

 

 

４０）フィットネスジムインストラクター講座 

        ◇平成２８年１２月９日(金)  

    ◇講師 「マチカラフィットネス大分」馬場優人さん 

◇生徒と職員一緒に、個人で動いたりペアやチームで競争 

するなど、和気藹々と楽しみながら活動しました。様々 

な動きや走り、敏捷性、筋力トレーニングなどみっちり 

と６０分行った後、最後は格闘技系のボクササイズを音 

楽のリズムに乗って３０分ほど行いました。 

 これからも心身を解放した健康づくりを実践していき 

たいものです。 

○生徒の感想 

「日頃使っていない筋肉をフルに活用したので、自分の 

体力のなさや動かなさを痛感した。」 



４１）前期生徒会役員選挙 

        ◇平成２８年１２月９日(金)  

    ◇会長を始めとして旧生徒会役員のほとんどが卒業を控え 

引退となり、１～３年のフレッシュな５名の候補者がそれ 

ぞれ演説をおこないました。「先輩たちの築き上げてきた生 

徒会をしっかり受け継いでいきたい」など責任感を持って立 

候補したことがうかがえる内容の演説もあり頼もしく感じま 

した。会長に３年桜木優季さん、副会長に２年梅原和也さんと 

松井翼さん、書記に２年江田彩乃さんと１年川野優樹さんの 

５名全員が信任され新しい生徒会が誕生しました。 

 

４２）ライフスキル講演会「薬物乱用防止教室」 

        ◇平成２８年１２月１６日(金)  

    ◇講師 大分県警察スクールサポーター 佐藤政興 氏 

昨年、覚醒剤で 1,300人余りが捕まった中で大分では 90 

人の逮捕者。再犯率は 60％越。昨年日田市では５件、今 

年６件発生。ＤＶＤを視聴した後、清原選手の話や佐藤さんの以前のエピソードから、覚醒 

剤で家庭が崩壊する、国が滅んでしまうかもしれないというお話になりました。 

    実際に経験された話しにより、生徒にもその恐ろしさがしっかりと伝わったようでした。 

 

４３）職員対象の交通安全研修 

        ◇平成２８年１２月１６日(金)  

    ◇講師 大分県生活環境部交通安全教育 糸永正典 氏 

◇県運転免許センターで指導されている最新の情報から、 

教職関連の具体的な事例まで、納得性の高い講義でした。 

   また元県立学校長として危機管理の立場からも、具体的な今後の対応を示唆していただきま 

した。今後も交通安全に職員一同しっかりと取り組んでいきたいと思います。 

 

４４）ＩＣＴ機器を活用した研究授業 

        ◇平成２８年１２月１９日(月)  

    ◇授業者 国語科 江藤恵美先生 

◇現代文の授業に iPadを活用した研究授業をおこないました。 

江藤先生自身も本校に来てから iPadの活用を始めたばかりで試行錯誤の中ですが、意欲的 

に取り組んでいます。単元は川柳。生徒が前時までに作成した川柳から、作者の思いを共感 

することが本時の目標です。作成した内容をプロジェクターで映し出し考えさせるなど効果 

的に ICT機器を活用して生徒の興味関心を引く授業となりました。 



４５）ボランティア清掃 

        ◇平成２８年１２月１９日(月)  

    ◇２学期、そして 2016 年の締めくくりとして、雄志が集まっ 

て、学校周辺のゴミ拾いと校門周辺の落ち葉集めをしました。 

     日中の日差しの暖かさが心地よく残り夕日が沈んでいく中、 

生徒と職員が一緒に集めたゴミ（壊れた傘、空き缶、ペット 

ボトル、紙くず等）や落ち葉は、５袋分でした。みんなが無理 

をせず、和気藹々と楽しく、心も一緒に掃除できた思いです。 

 

 

 

 

４６）第２回学校評議員会 

        ◇平成２８年１２月２０日(火)  

    ◇校長室にて第２回学校評議員会が行われました。 

     藤永校長からの学校の現況報告が行われた後、事前にお渡 

しした資料等をもとにして、学校評議員の方から本校の今 

年度の取組について率直なご意見をいただくことができま 

した。いただいたご意見をもとにさらに改善を重ね、締め 

の学期である３学期を有意義なものとしていきたいと思い 

ます。 

  

 

 

 

４７）クラスマッチ 

        ◇平成２８年１２月２０日(火)  

    ◇種目はビーチボールバレーとドッチビー。 

     人数の都合で３年生と４年生は合同のチームです。 

     どの試合も真剣勝負。チームワークの良さで点を増やすチー 

ムと、小数精鋭が活躍するチームとそれぞれ個性があります。 

     ドッチビーはフリスビーを使用しての試合。フリスビーを扱 

い慣れている生徒は思うとおりに投げ、相手を倒していきます。 

     白熱する試合が続き、結果はビーチボールバレーの優勝は３・ 

４年合同チーム、ドッチビーは１年、総合優勝は３・４年合同 

チームとなりました。 

  



４８）火災避難訓練 

        ◇平成２８年１２月２１日(水)  

    ◇講師 日田玖珠広域消防組合消防本部 岩里安徳 氏 他 

◇避難訓練では、避難放送の指示に従ってスムーズに移動し、短 

時間で指定された集合場所に避難することができました。 

その後、集合場所で消火器の使い方の説明と生徒による使用訓 

練を行いました。会議室では日田消防署の岩里さんによる避難 

訓練の講評及び火災発生時における対応の仕方や心得などに 

ついての講話をして頂きました。 

徒の中には「火災が発生したら慌てず行動したい。」「火事を起 

こさないように日頃から気を付けて行きたい。」などと言った感 

想が聞かれました。４５分間という短い時間でしたが、生徒も集中して聞くなど大変有意義な 

時間になりました。 

 

 

 

４９）生徒総会 

        ◇平成２８年１２月２１日(水)  

    ◇新しい生徒会メンバーの船出となる生徒総会が開かれました。 

     会長が不在だったため、副会長の２年松井翼さんが代理をして 

会が進められました。それぞれの委員会も委員長が替わり新鮮 

な感じのする生徒総会となりました。３学期の活動目標には、生徒会総務から「書き損じはが 

きの回収」など新しい試みや３学期の最大行事である予餞会に向けては卒業生を気持ちよく 

送り出そうという目標がそれぞれの委員会から提案され承認されました。 

 

 

５０）終業式 

        ◇平成２８年１２月２１日(水)  

    ◇校長先生より、２学期のさまざまな行事を振り返ったあと、 

「スマホ」についてのお話がありました。生徒たちがトラブ 

ルに巻き込まれたり依存症で苦しんだりすることが心配で、 

「何か目標を見つけ夢を持って頑張ってほしい」「コミュニ 

ケーションが大切であり、人間関係を築ける力を身につけてほ 

しい」そして、「それぞれの目標やコミュニケーション力を、 

この学校生活の中で学んで見つけよう」と話されました。 

     １８日間の冬休みになります。年末年始も仕事で忙しい生徒も 

います。みんなが健やかに新年を迎えられることを願っています。 


