
平成２９年５月発行・玖珠美山高校

４月１１日（火）に、濱田洋大分県議会議員、朝倉浩平玖珠町長、

日野康志九重町長ほかたくさんの来賓の方々の参加をいただき、第

３回玖珠美山高校の入学式が行われました。

野尻明敬校長による「人生は旅であり高校生活は自分探しの旅で

ある。変化をチャンスととらえ、堂々たる人格を築いてほしい」と

の式辞のあと、新入生１１６名を代表して池部晴香さん（ここのえ

緑陽中学校出身）が、「先生や先輩方の背中を見ながら、地域に愛さ

れる玖珠美山高校の歴史を創造したい」と力強く宣誓しました。

４月１３日（木）に、２，３年生と新入生との対面式が行われまし
た。

生徒会長の鳥越大輝君の歓迎の言葉のあと、新入生を代表して１

年１組の伊地知三咲子さん（玖珠中学校出身）が、「先生方や先輩方

に様々なことを教わりながら、これから頑張っていきたい」と決意

を述べました。

４月２１日（金）メルヘンの森スポーツ公園で歓迎遠足を実施しました。前日まで天候が心配されましたが、当

日は晴天に恵まれ、予定通り屋外での実施ができました。学校で校長先生の挨拶や諸注意の後、２年、１年、３年

の順に、片道６．４㎞の道のりを約２時間かけて、メルヘンの森スポーツ公園まで歩いて行きました。会場に到着

後は、ホッケー場において、生徒会企画のレクレーション「お絵かき３分割」や部活動紹介を行い、全校生徒で楽

しむことができました。その後、昼食、自由時間を約１時間過ごし、学校まで３．４㎞の道のりを歩いて学校まで

帰りました。今回の歓迎遠足は、天候にも恵まれ、１年生をはじめとして、全校生徒にとって親睦を深めることが

出来た学校行事となりました。

第３回入学式 池部晴香さん（ここのえ緑陽中出身）が宣誓

対面式 伊地知三咲子さん（玖珠中出身）が新入生代表あいさつ

歓迎遠足（４月２１日）メルヘンの森スポーツ公園に行きました
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４月２６日（水）から２８日（金）の２泊３日の教育合宿を香々地青少年の家で実施しました。初日は、あいにくの雨のため、

屋内での活動となりましたが、生徒たちは、集団行動や校歌練習、大縄とびに積極的に取り組み、クラスの親睦を深めること

ができました。２日目は、天気にも恵まれ、屋内での学習活動や屋外でのオリエンテーリング、野外炊飯にクラスで協力しなが

ら取り組み、クラスの団結力を深めました。３日目は、クラス目標や校歌の練習の成果を、学年全体の場で発表をしました。多

少恥ずかしさが見られましたが、どのクラスも堂々と大きな声で歌うことができました。

今回の教育合宿には、１年生１１６名全員が参加し、最後まで全員で協力して取り組むことができました。元気のよい挨拶

や５分前行動も、日を追うごとにできるようになっていき、大きな成長を見ることができた３日間でした。

以下、生徒の感想を載せていますので、ご覧ください。

松下 文香（森中学校出身）・普通科

私は２泊３日の教育合宿を終えて、２つの事を学ぶことが出来ました。１つ目は、団体として時

間を意識し行動するということです。時間を見ながら常に考えて、５分前行動をすることが出来ま

した。私は、この経験を学校生活でも生かしていきたいと思います。２つ目は、あいさつです。施

設の人や先生方に自分から、あいさつや「ありがとうございます」と感謝の言葉を忘れず言うこと

が出来ました。これからも、あいさつ、感謝の言葉を相手にしっかりと伝えていきたいで

す。教育合宿を通して、学年、クラス、先生方との交流を深められました。この先、美山祭など

の大きな行事でも、みんなで団結し、盛り上げ、楽しい１年を過ごしたいと思います。

横塚 瑞季（玖珠中学校出身）・普通科

私が今回の合宿で、一番嬉しかったことは、クラスの女子とたくさん話せたことです。それまで

話せなかった人とも話をすることが出来たので嬉しかったです。大縄とびでは、みんなで一致団

結している感じがして嬉しかったです。私が、今回の合宿で学んだことは、集団で行動しているこ

とを忘れないことと、何か目標を持って生活することです。この２つを忘れずに、まだ慣れない高

校生活に早く慣れて、悔いがなく過ごせたらいいなと思います。香々地青少年の家の方々、先生

方、両親をはじめとして、関わってくれた多くの人たちに感謝したいと思います。

佐藤 大基（八幡中学校出身）・普通科

今回の教育合宿は私にとって、多くのことを学ぶことができ、とても充実した３日間となりまし

た。集団行動では、一人の失敗が仲間の責任になることを、大縄跳びでは、協力することの大

切さを学びました。オリエンテーリングや野外炊飯では仲間との絆を深めることができました。ま

た、３日間を共に過ごしたことで、仲間のいい所などをいろいろと知ることができ、私にとってと

ても楽しい行事となりました。これからの学校生活では、合宿で学んだことを忘れ

ず、生活していきたいと思います。

１年教育合宿（香々地青少年の家 ４月２６日～２８日）



高倉 華（北山田中学校）・普通科

私は、今回の合宿でクラスの全員と仲良く協力できたことや他のクラスの人と友達になれた

ことがとてもうれしかったです。野外炊飯では、みんなで協力しておいしいカレーができ、楽し

かったです。私は、今回の教育合宿でクラスの絆が深まったと思います。この教育合宿で学ん

だことを学校生活で生かしていきたいと思います。これからは、自分のクラスだけでなく他のク

ラスの人に積極的に話しかけ、仲良くなっていきたいと思います。勉強面では、まじめに集中

して取り組んでいきたいと思います。

古園 明日香（ここのえ緑陽中学校出身）・普通科

私は、集団行動で集団の一員としての意識を持つことの大切さを学びました。特に、５分前

行動は普段から意識することが大切だと思いました。２日目は、４時間勉強しました。眠くて大

変でしたが、周りが集中していたので、私も集中して勉強することができました。野外炊飯で

は、班のみんなで協力してカレー作りに頑張りました。なかなか火をつけることができなかった

けれど、何とか完成させることができてうれしかったです。

佐野 大珠（湯布院中学校出身）・普通科

私は、今回の教育合宿の中で、個人的に３つの目的がありました。１つ目は、あいさつで

す。最初はあまりあいさつの声が出ていませんでしたが、この合宿を通して大きな声であいさ

つができるようになりました。２つ目は、高校生になったという自覚です。自覚をするために

は、自分の言動に責任を持つことが大切だと思います。自分に与えられた仕事を最後までや

り通すなど、これからもできるよう意識して行動していきたいと思います。３つ目は、友達との絆

を深めることです。同じクラスの人はもちろん、他のクラスの人との仲も深めることができたと思

います。今回の教育合宿で学んだことを、これからの学校生活でも生かしていきたいと思いま

す。

長田 輝明（日出生中学校出身）・地域産業科

私は、この３日間の教育合宿で、班の人と友達になれたし、多くの人と友達関係を深めるこ

とが出来ました。１日目の集団行動では、最初はうまく出来ませんでしたが、最後には気持ち

を一つにして行動することが出来ました。レクレーションの大縄とびやじゃんけん列車では、み

んなと楽しくすることが出来ました。２日目のオリエンテーリングでは、缶（ポイント）を探すのに

苦労しましたが、班のみんなと協力して、すべての缶を見つけることが出来ました。野外炊飯で

は、班の人たちと協力して、カレーライスを作ることが出来ました。

荒川 かれん（日田東部中学校出身）・地域産業科

私は、今回の教育合宿では、話したことがない人とも話し、仲良くなることができました。２日

目のオリエンテーリングでは、みんなで缶（ポイント）を探して歩き、絆が深まったと思います。野

外炊飯では、火をおこしたり、米を鍋で炊いたりと、今まで経験したことがないことができ、良い

経験となりました。私は、友達づくりが苦手で、話しかけることができなかったけれど、班の人と

話していくうちに、友達の輪が広がっていきました。私は、この合宿で絆の大切さを学ぶことが

できました。これからの生活に生かしていきたいと思います。
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４月２９日（土）に、本年度の第１回美山マルシェを実施しました。天気に恵まれ、４００名を越えるた

くさんの方々にご来校いただき、大盛況のうちに終了することができました。ご来校いただきました方々に

あらためて感謝申し上げます。

美山マルシェは、本年度も毎月１回の開催を予定しています。開催する際には、学校ＨＰや新聞のチラシ、

町報等でお知らせします。地域に愛され、地域に信頼される学校づくりを目指して、ますます頑張っていき

ますので、今後ともよろしくお願いいたします。

４月２５日（火）に前期生徒会役員選挙がありました。生徒会長に八川克哉くん

（湯布院中学校出身）、副会長に井上賢人くん（玖珠中学校出身）と河野朱里さん

（湯布院中学校出身）が信任されました。

５月１０日（水）には、前期生徒会役員３人に、野尻校長より委嘱状が交付され

ました。生徒会長の八川君は、「学校で一番大きな生徒行事である美山祭に向け、

役員一同で頑張っていきますので、全校生徒の協力をお願いします。」と就任のあい

さつをしました。

５月１０日（水）高校総体の壮行会が行われました。まず、全校生徒の拍手の中、各運動部の部員は、ユ

ニフォーム等の姿で堂々と入場しました。野尻校長、生徒会長の激励の後、各運動部のキャプテンから力強

い決意表明がありました。最後に、全校生徒で校歌を斉唱し、各運動部の高校総体での健闘を祈りました。

第1回 美山マルシェ たくさんのご来校、ありがとうございました！

高校総体壮行会 運動部キャプテンより決意表明がありました

生徒会役員認証式 前期生徒会役員が決まりました
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５月１９日（金）１年生を対象に、総合的な学習の時間として、新聞の読み方講座が行われました。大分

合同新聞社ＮＩＥ推進部の井上明部長を講師に迎え、実際の新聞を題材として、新聞紙面の基本構成や記事

の特長、役割などの説明や新聞の読み方の解説をしていただきました。受講した生徒は、「新聞の読み方を学

習できた。これを機会に新聞を活用していきたい」と話していました。今後１年生は、今回の講座を受けて、

新聞のスクラップを行い、要旨や自己の考えをノートにまとめていきます。１２月には、小論文書き方講座

を実施し、小論文を書いていきます。そして、２月に各クラスでの発表を通して、代表を決定し、３月には、

１、２年合同での小論文の発表会を実施する予定です。

５月２５日（木）に、本校体育館で「高校生のための文化講演会」が行われました。この講演会は、公益財団法

人一ツ橋文芸教育振興会と大分合同新聞社の主催で、今回は作家の黒川祥子先生を講師に迎え、「大人になるってつ

らいこと？」と題して実施されました。虐待で子どもたちが感情を失っていくことや虐待の原因がストレスを上手

に発散できないことなどを話してくれました。最後には、「ストレスを乗り越える訓練をしてほしい。苦しいときは

周りの大人を頼りながら高校生活を過ごしてほしい」と生徒に

訴えました。

黒川先生のご講演のあと、生徒会長の八川君がお礼の言葉を述

べ、副会長の河野さんより花束を黒川先生に渡しました。また、

一ツ橋文芸教育振興会より、集英社文庫１００冊と黒川祥子先生

著書の本３冊が寄贈されました。

最後に、講演会後の生徒の感想を１つ紹介します。

新聞の読み方講座 １年生を対象として行われました

文化講演会（５月25日）が行われました

私は将来、子どもと関わる仕事に就きたいと思っていま

す。（中略）人から愛されて育った子は、人を愛することが

できます。私は、人を愛し、人に愛され、困っている子の

支えになれるような子どもを育てたいと思います。私自身

も人とともに悩み、ともに笑えるような大人になりたいと

思います。（２年生女子）
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ＯＳＳコンソとは、「大分県からノーベル賞科学者を！」を合い言葉に科学分野の人材育成を目指すプロジェクトで

す。今年は県内２６校から多くの生徒が参加し、本校からは普通科１，２年生の６名が参加しました。今後は、７月下

旬に、科学の魅力を体験する「ＯＳＳフェスタ」があり、８月以降には国内研修や海外研修（選考あり）が行われ、１月

に成果発表会が行われます。以下、参加した生徒の感想を紹介します。

将来の日本を支え、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。今年は２

６校から多くの生徒が参加しました。本校からは普通科１、２年生３名が参加しまし

た。第１回目は、政治解説者・ジャーナリストの篠原文也氏による講演のほか、参

加者によるテーマ別協議等が行われました。２回目以降は、講演や企業等での研

修、意見発表など行われる予定です。以下は、参加した生徒の感想です。

大分スーパーサイエンスコンソーシアム（OSSコンソ）（５月２０日）

グローバルリーダー育成塾［第1回］（５月２７日）

町園ナジャマリ亜（普通科２年・玖珠中学校出身）
私は、グローバルリーダー育成塾に参加して、２つのことを学びました。１

つ目は、本当のグローバルリーダーになるためには、まず「ローカル」につ

いて、そして「ナショナル」について知ることが大事であることです。２つ目

は、いろいろな意見、考えがあることです。残り３回のグローバルリーダー

育成塾にも参加し、自分の進路のために生かしていこうと思います。

伊地知三咲子（普通科１年・玖珠中学校出身）
大分県や日本、世界に目を向けて、自分のテーマをもとに物事を考えるこ

とは楽しかった。この育成塾に参加して、他校生との交流もでき、普段の学

校生活では味わうことができない、本当にいい経験になりました。

高倉雄太（普通科２年・北山田中学校出身）
私は、将来の夢の実現のために役に立つと思い、ＯＳＳコンソーシアムに参

加しました。今回のＯＳＳコンソーシアムで、光合成と人工光合成のように、生

物学や化学、物理学などの複数の科目を利用しなければならないことを知り、

私は、国語、数学、英語の教科をしっかりと勉強し、様々な分野に応用できる

ようにしていきたいと思います。また、他校の生徒による発表の内容はレベル

が高く、私も一生懸命勉強しなければならないと良い刺激を受けることができ

ました。

塩月喬貴（普通科１年・ここのえ緑陽中学校出身）
私は、ＯＳＳコンソに参加して、大分県内のレベルの高い高校生とふれあうこ

とができ、非常によい体験をすることができました。光合成についての講演を

聞き、自然科学の無限の可能性や分野を決めて学ぶことの難しさを知る良い

機会となりました。私の進路目標は、難関国立大学合格です。そのために、様

々な経験をし、自分を高めていきたいと思います。そのためにも、日頃から目

標を立て、その目標に向かってひたむきに頑張りたいと思います。
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６月２日（金）に大分市陸上競技場で第６５回大分県高等学校総合体育大会の総合開会式が行われました。翌日の６月３

日（土）から６月５日（月）にかけて県内の各会場で高校生の熱い戦いが繰り広げられました。

われら「美山」の選手も大活躍！！、九州大会へはホッケー部（男女）、少林寺拳法部、なぎなた部が出場します。惜しくも

上級大会への出場が叶わなかった選手もこれまでの練習の成果を、全力で出し切り、感動を私たちに与えてくれました。

県総体の結果と選手たちの活躍をご覧下さい。

第6５回 大分県高等学校総合体育大会 「みやま」躍動！！



第６５回（平成２９年度）大分県高等学校総合体育大会 玖珠美山高校結果一覧 
 

【種目別試合結果】 

競技 実施日 会場 種別 結果 
ラグビー ５月２１日（日） 湯布院SCラグビー場 １回戦 美山 17 － 48 高田     敗退 
サッカー ５月２１日（日） 日出総合グラウンド ２回戦 美山 0 －  5 津久見    敗退 
テニス（男子） ５月２８日（日） 大分スポーツ公園 団体１回戦 美山  0 －  2 日出総合   敗退 
テニス（女子） ５月２８日（日） 大分スポーツ公園 団体１回戦 

団体２回戦 
美山  2 －  1 情報科学  
美山  0 －  3 雄城台    敗退 

卓球（男子） 
 

６月 ３日（土） 三重町総合体育館 学校対抗１回戦 
学校対抗２回戦 

美山  3 －  1 岩田    
美山 0 － 3 明豊     敗退 
 

卓球（女子） 
 

６月 ３日（土） 
 

三重町総合体育館 学校対抗１回戦 美山  0 －  3 大分南    敗退 

６月 ４日（日） 三重町総合体育館 個人戦（シングル） 宿利（3-4）0－3 後藤（鶴崎）敗退 
鳥越（2-2）2－3 小花（舞鶴）敗退 

バレーボール ６月 ３日（土） 大分商業高校 １回戦 美山  0 －  2 大分東明   敗退 
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ６月 ３日（土） 

 
大分上野丘高校 ２回戦 

３回戦 
美山 75 － 71 佐伯豊南  
美山 41 －163 大分雄城台  敗退 

陸上 ６月 ３日（土） 大分市営陸上競技場 男子 800ｍ準決勝 
男子八種（100m、400m 
走幅跳、砲丸投） 

佐藤 敗退 

６月 ４日（日） 大分市営陸上競技場 男子 100ｍ準決勝 
男子 3000ｍ障害準決勝 
男子八種（100H、やり投、 

走高跳、1500ｍ） 

本松  敗退 
秋好  敗退 
横山 総合８位 

６月 ５日（月） 大分市営陸上競技場 男子 200ｍ準決勝 (本松) 棄権 

水泳 ６月 ３日（土） 別府青山プール 男子 50ｍ自由形予選 畝原 11 位              敗退 
６月 ４日（日） 別府青山プール 男子 100ｍ背泳ぎ予選 畝原 15 位              敗退 

なぎなた ６月 ５日（日） 大分西高校 演技競技 予選リーグ 曽我・熊谷           敗退 

井藤・青木           敗退 

試合競技 個人戦 
 
 
 
 
     団体戦 
 

曽我 １回戦            敗退 

青木 １回戦            敗退 

井藤 ２回戦            敗退 

熊谷 ２回戦          敗退 

松下 ２回戦          敗退 

美山  0 － 5 福徳学院 敗退 

美山  0 － 3 大分西  敗退 

少林寺拳法 ６月 ４日（日） 九重文化センター 女子 組演武 優勝（小畠・吉住）、２位（溝口・小野）

女子 単独演武自由 優勝（陶山） 

男子 単独演武自由 ２位（穴井）、３位（熊谷） 

団体 優勝 

ホッケー ６月 ４日（日） メルヘンの森ホッケ

ー場 
男女決勝 美山(男子部) 8 － 1 美山(女子部) 

両チーム優勝 

ソフトボール ６月 ３日（土） 大分市日岡球場 １回戦 美山･日出総･日田三隈･津久見 2－9 佐伯豊南 敗退

 
 

【入賞・上位大会進出】 

競技 成績 備考 

ホッケー男子 優勝 九州大会出場権獲得 

ホッケー女子 優勝 九州大会出場権獲得 

少林寺拳法 
女子 組演武    優勝（小畠・吉住）、２位（溝口・小野） 

女子 単独演武自由 優勝（陶山） 

男子 単独演武自由 ２位（穴井） 

九州大会出場権獲得 

インターハイ出場権獲得 

なぎなた 
演技競技   ３位（曽我・熊谷） 
試合競技 個人３位（熊谷） 九州大会出場権獲得 
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６月１７日から１９日にかけて、ホッケー部、少林寺拳法部、なぎなた部が九州大会に出場しました。その結果、ホッケー部

（女子）が九州大会で３位となり全国大会（インターハイ）の出場を見事に勝ち取りました。本年度は、すでに高校総体で出場

を決めている少林寺拳法部とあわせて２つの部がインターハイに出場します。残念ながら上位入賞を果たせなかった選手

も、全員が全力を尽くして競技に臨みました。それでは、各部の九州大会の様子を紹介します。

６月１７日～１９日に玖珠町メルヘンの森スポーツ公園

及び九重町活きいきランド多目的グランドを会場に、全九

州高等学校体育大会ホッケー競技が行われました。男子、

女子ともに、予選リーグを２位で通過し、最終日の３位決定

戦に臨みました。勝てば、インターハイ出場が決まる３位決

定戦には、約１００名の生徒が応援に行きました。３位決定

戦の相手は、男女とも鹿児島県代表の川薩清修館高校で

あり、男子は残念ながら１－３で破れましたが、女子は見

事１－０で勝利し、念願のインターハイ出場を決めました。

キャプテンの宇田未夢さん（ここのえ緑陽中学校出身）は

「全員がカバーし合い、苦しい時間帯を乗り越えることがで

きた。」と試合の様子を話してくれました。

６月１７日、１８日に、熊本武道館剣道場において、全九州高等学校体育大会少林寺

拳法競技が行われました。本校からは、女子組演武２組４名、単独演武１名、男子単独

演武１名の計６名が出場しました。試合の結果、３年の陶山茜さん（森中学校出身）が個

人単独演武で九州２位という輝かしい成績をあげました。なお、今回出場した６名は、８

月に宮城県で行われるインターハイに参加します。

６月１７日、１８日に、佐賀県総合体育館において、全九州高等学校体育大会なぎなた

競技が行われました。本校からは、演武競技及び試合競技に２名が出場しました。試合の

結果、３年の熊谷百合さん（玖珠中学校出身）と２年の曽我千春さん（湯布院中学校出身）

ペアが演技競技において、ベスト８となりました。

九州大会『みやま』躍動！ ホッケー･少林寺拳法･なぎなた
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将来の高校教員をめざして、今年も森高校の卒業生１名と玖珠農業高校の卒業生１名の計２名が玖珠美山高校で教育実

習を行いました。玖珠美山高生および中学生の皆さんに向けた「熱い」メッセージをご覧下さい！！

私が、玖珠美山高生及び中学生のみなさんに伝えたいことは、「目標や夢

を見つけること」、「何事にも全力で頑張り、努力すること」です。

私は高校卒業後、就職をするつもりでした。しかし、部活動を引退した

８月に体育の教師になりたい、ホッケーを続けたいという思いが芽生え、

天理大学を志望しました。今考えてみると大学受験を決意した時期は遅く、

不可能なことであったかもしれません。毎日放課後、学校に残り勉強をし

たり、部活動に参加することで、目標に向かって歩んでいく日々を過ごし

ていました。途中不安に押しつぶされ逃げ出しそうになったり、人と衝突

することもありましたが、同級生や先生の支えもあり、無事合格した時は、本当に嬉しかったです。本気になれば、

努力をすれば、叶わない夢はないのだと実感しました。

また、何事にも全力で取り組むことは、自分自身の成長に繋がっていきます。高校時代は、何事にも挑戦してほ

しいと思います。失敗することもあると思います。しかし、その積み重ねや努力がいつか自分の糧となり、支えて

くれるものとなります。周りの家族や先生方、仲間に対して、感謝の気持ちを忘れずに、充実した日々を過ごして

ほしいと思います。天理から応援しています。

私は今、農業の教員になりたいという夢がありますが、高校時代の私は、

ただ何となく日々を過ごし、夢も目標も全くありませんでした。そのため、

３年生になった時に、周りの級友が明確な就職先や進学先を決めているこ

とに焦りや一人置いていかれているような気持ちになっていました。その

ような私を変えてくれたのは、教育実習生の「進学してみたらどう？」と

いう言葉でした。自分が誰かに指導することや誰かの相談にのることが好

きなこともあり、教員免許の取れる東京農業大学への進学を決めました。

このように小さなきっかけでも良いのです。自分は何が好きなのか、何

をしている時が楽しいのかが、自分の進路を決める上で大切なことだと思

います。勉強も仕事も辛いことが多いです。でも、そこで諦めず続けることが出来るのは自分が目標とし、いつま

でも楽しんでやるという強い気持ちが大切であると思います。

これから皆さんが好きな事を見つけたら是非その事を大切にしてください。好きな気持ちを大切にすることで、

将来自分が何をしたいのかが段々と見えてきて、進路に悩んで苦しかった日々が、夢に向けて頑張る楽しい日々に

変わると思います。皆さん頑張って下さい。応援しています！

教育実習生２名からの熱いメッセージ！
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６月１４日（水）ホルトホール大分で、第６４回大分県学校農業クラブ大会が開催されました。本校からは、意見発表、プ

ロジェクト発表にそれぞれ３組が出場し、最優秀賞３組、優秀賞２組の素晴らしい成果をあげることができました。最優秀を

受賞した３組は、８月８日から大分市で開催される九州大会に出場します。上位入賞と全国大会出場権獲得を目指して、

頑張ってほしいと思います。最優秀賞を受賞した３組に、喜びの声や今後へ向けての決意等を語ってもらいました。

【発表テーマ】 「バークを中心とした循環型農業 校内から地域へPartⅣ」

～バークマットの農家への定着と大量生産に向けて～

【発表テーマ】 「和牛農家への道～３兄弟の想いをのせた繁殖経営～」

【発表テーマ】 「農業ってサイコー」

地域産業科３年 若杉 晃平（ここのえ緑陽中学校出身）
私は、意見発表の部に出場し、最優秀賞を獲得しました。

私の家は、和牛繁殖牛を飼育する畜産農家です。将来兄弟３人で家を継ぐこ

とが目標です。目標を達成するために、高校３年間で取り組んできたこと、勉強

してきたこと、頑張ってきたことを発表しました。

毎日放課後や家に帰ってから、発表の練習をしました。先生や家族、友達に

アドバイスをもらいながら努力した結果、最優秀賞という最高の賞を獲得するこ

とができたと思います。中学生のみなさんも、勉強や部活動などで大変だと思い

ますが、努力することを忘れずに頑張って下さい。

県農業クラブ発表大会 ３部門で最優秀賞を受賞！！ 九州大会へ

地域産業科３年 有吉 ひかり（ここのえ緑陽中学校出身）
私たちは、プロジェクト発表の部に出場し、先輩たちから受け継いできたバ

ークマットの研究について発表し、最優秀賞を頂き、九州大会に出場すること

ができました。大会前日まで、放課後や休み時間を使い、先生の指導のもと、

練習を重ねてきました。九州大会でも、大分県代表として頑張りたいです。

私は、練習中何度も諦めてしまいそうになりました。ですが、諦めず練習

し、結果がついてきた事に喜びを感じることができました。中学生の皆さんも、

結果がついてくる事を信じ諦めず、勉強や部活動に頑張って下さい。

地域産業科３年 井川 史織（山国中学校出身）
私は、意見発表の部に出場しました。ニュージーランドでのファームステイや

インターンシップでの経験に基づいて発表をし、最優秀賞を取ることができまし

た。この賞を取ることができたのも、休み時間や放課後の練習につきあって下

さった方々のおかげだと思っています。九州大会では、最善を尽くし、悔いの残

らない発表ができるように頑張りたいです。

私は、意見発表の練習をしていて、途中で心が折れそうになったときもあり

ました。しかし、頑張った分だけ結果はついてくることを信じ、日々の練習に励

むことができました。中学生の皆様も、勉強などに取り組んでいて、途中で心が

折れそうになったとしても、決して諦めたりせずに、必ず結果はついてくると信

じて頑張って下さい。
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６月１６日（金）６、７限に、全校生徒を対象に、九州内の大学（長崎大学、宮崎大学、別府大学など）や専門学校等より講師

を招いて、進路ガイダンスを実施しました。進学希望者に対しては、１９講座より２講座を選択し、それぞれ１時間ずつ受講し

ました。就職希望者の３年生には、応募から模擬面接といった実践的な内容、１，２年生には、就職に関する基礎的な内容

で、それぞれ２時間続きで講座が行われました。いずれの講座に参加した生徒も、職業や学問についての理解を深め、進路

意識を向上させることができました。参加した生徒の声をお届けします。

全校生徒を対象に、進路ガイダンスが行われました

・先生になるためには、たくさんの必要な能力をつ

けなければならないと思った。子ども達がすこやか

に成長するためには、子ども好きであること、人好

きであること、お世話好きでないといけないことが

分かった。今日の講演を聞いて、保育士になりた

いという想いが膨らんだし、保育士になれるように

これから頑張りたいと思った。（教育）

・今回の講義で、魚に関するいろいろなことを知る

ことができました。最も印象に残ったのは、魚に含

まれるＤＨＡの働きについてです。ＤＨＡを取ること

で、アルツハイマーの患者さんに効果があるなど、

利点があるなと思いました。（農学）

・栄養のことについて初めて知ることがあって、栄

養っておもしろいなと思った。これから料理をして

いく時に、ただ作るのではなく、栄養のことを気に

しながら工夫して作っていきたいと思った。非常に

ためになった。（食物栄養学）

○進学希望者対象講座（１９講座）

①歴史・考古学 ②経済学 ③建設工学 ④情報工学 ⑤農学 ⑥教育 ⑦食物栄養学

⑧自動車 ⑨ＩＴ・情報 ⑩美容 ⑪メイク・エステ ⑫調理・製菓 ⑬公務員 ⑭医療事務

⑮デザイン・イラスト ⑯音楽・音響・映像 ⑰動物 ⑱看護 ⑲理学療法・作業療法

○就職希望者対象講座（２講座）

①１，２年生就職対策（就職総合説明、マナー指導）

②３年生就職対策（統一応募用紙の書き方・求人票の見方、模擬面接）
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６月２４日（土）に日田市のパトリア日田で「ひたくす合同企業説明会」が行われ、本校から３年生２６名が参加しました。この

説明会には、日田市・玖珠郡内の企業２９社が参加して、生徒たちは希望する企業のブースに行き、説明を熱心に聞いてい

ました。この日は、１社２０分で４社まで説明を聞くことができました。

また、７月８日（土）に別府市のビーコンプラザで「元気おおいた就職ガイダンス」が行われ、本校から３年生２３名が参加し

ました。ガイダンスには、県内企業約６０社が参加し、生徒たちは希望する企業の説明を聞いていました。このガイダンスに参

加した３年生の声をお届けします。

地域産業科３年 武石 誉弘（ここのえ緑陽中学校出身）

今回参加して、企業に入って何をやりたいかを明確にしな

いといけないと改めて感じました。社会に出たら、勉強をして

基礎学力を身につけることや、人と人との信頼関係が大事で

あると説明がありました。だから、私はコミュニケーションをも

っと取る必要があると思います。今後は他人の気持ちを考え

ながら、積極的に話しかけていきたいです。また、企業をもっ

と調べて、その企業に入るためには何が必要なのかを知った

上で、必要最低限の取り組みをしたいと思いました。

ひたくす合同企業説明会・元気おおいた就職ガイダンス

地域産業科３年 宿利 碧（森中学校出身）

今回この元気おおいた就職ガイダンスに参加して分かったことは、企

業が必要とする人物像はだいたい同じで、笑顔でコミュニケーション能

力が高く、あいさつができるということでした。私も理想に近づけるよう

に日々の生活、特にあいさつを心がけていきたいと思います。また、

勉強も大切なので、頑張っていきたいです。

地域産業科３年 繁田 実奈（玖珠中学校出身）

企業の方が、わかりやすく説明をしてくれ、資料やパンフレットを頂

き、参考や勉強になりました。多くの企業が「求める人材」に「コミュニ

ケーションがとれる」とありました。どこの企業でも求める人材や企業

理念については調べておくことが大事だと思いました。勉強面では、

数学が苦手なので、苦手分野の克服、面接練習も課題だと思います。

日々の学習に力を入れ、より多くの資格取得を目指し、自分の働く企

業を確定させていくことが改めて大切であると再確認できました。
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第９９回全国高等学校野球選手権大分県大会が、７月８日より大分市の別大興

産スタジアムで開催されました。本校野球部は、堂々たる入場行進を行いました。

そして、開会式後の２試合目に強豪大分西高校と対戦をしました。８回を終えて、

１ー２の劣勢から、９回表に打線が繋がり、一挙９得点をあげ、見事１０－３で勝利

しました。２回戦では残念ながらシード校の大分雄城台高校に敗れてしまいました

が、多くの県民に「美山高校の粘り、力強さ」を見せることができたのではないかと

思います。

さて、今年は部員数が２４名（３年１２名、２年５名、１年７名）と昨年に比べ増え

ている野球部の主将である中西健くんに、今の気持ちを聞いてみました。

普通科３年 中西 健（ここのえ緑陽中学校出身）

私は、昨年の夏の大会後、主将となり、「来年こそ」という気持ちで日々の練習に全力で取り組んできました。しかし、この１

年間は結果が出ず、仲間の気持ちもばらばらになり、自分が主将をやっていていいのか、と思うこともありました。それでも副

主将の支えもあり、乗り越えることができました。さらに、３月の他県チームとの合同合宿で、野球に真剣に取り組む姿にチー

ム全員が心を動かされ、意識も変わりました。夏の大会を迎え、１回戦の相手は九州大会に出場した大分西高校でしたが、

自分達の野球をすることができ、最終回に９得点を入れ、１０対３で勝利することができました。２回戦では負けましたが、この

玖珠美山高校でみんなと野球ができたことは、大切な思い出となりました。これから高校へ進学するみなさん、是非楽しい高

校生活を送るためにも、将来のことを考え、自分に何があっているのか、自分を見つめ、後悔のない生活を送って下さい。

三重総合高校久住校で行われた農業クラブ県大会

農業鑑定競技畜産の部で最優秀賞を受賞した木下大

輔くん（日田東部中学校出身）と優秀賞を受賞した３名

の表彰式、及び７月末から８月にかけて行われるインタ

ーハイ（ホッケー部女子、少林寺拳法部）、農業クラブ

九州大会、大分県吹奏楽コンクール、席上揮毫大会

（書道部）に出場する部活動の壮行会を７月２４日（月）

に行いました。

「みやま」の粘り、力強さを県下に見せつける

表彰式、壮行会(インターハイ、九州大会、県大会)を行いました



平成２９年７月発行・玖珠美山高校

玖珠美山高校では、思考力・判断力・表現力の育成を目指し、授業改善を推進しています。本年度は、学校の授業改善の

テーマを「生徒の気付きを促し、思考の流れを重視した効果的な発問で構成する授業」として、全職員で取り組んでいます。そ

の取組の一つとして、７月２０日（木）に本年度第１回授業研究会を行いました。県教育委員会、日田教育事務所、学校運営

協議会委員や他の高校より多数参加していただき、授業改善に役立つ大変有意義な研究会となりました。授業研究会の様

子は以下の通りです。授業研究会は、年２回開催します。第２回は１１月上旬を予定しております。

教科 科目 授業者 クラス 授業内容等

国 語 現代文B 安部祥子 ２年２組 評論「家族化するペット」の読解

商 業 簿記 藤並敬大 ３年選択生 仕入帳・売上帳の記帳とその役割

地 歴 日本史B 柳原良彦 ２年１組選択生 平城京の時代(藤原氏の進出)

数 学 数学Ⅰ 銅城智樹・武内英明 １年１組 絶対値を含む不等式（習熟度別指導）

英 語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 山野寿美・藤井礼 １年２、３組 制服に関する説明の読解・音読（習熟度別指導）

【安部祥子 教諭からのメッセージ】 今年度赴任した国語科の安部祥子です。２年２組私立文系クラスの担任として

素直で優しい美山生と充実した毎日を過ごしています。今回の研究授業では、問いと向き合い

一対一で思考する力の育成にこだわりました。そして、一対一の深い思考力をつけた次の段階

で、自分の意見を他者に伝えられる力を育成していきたいと考えています。中学生のみなさん

一緒に玖珠美山高校で「思考力」を鍛えてみませんか。世界の見え方が変わってきますよ！

【藤井 礼 教諭からのメッセージ】 ４月に赴任しました

藤井礼です。１年１組副担任をしています。教科は英語です。

研究授業では、新しいレッスンに入る準備のため、「制服」について自分の意見を誰かとシ

ェアしたり、読み取り活動ができるだけスムーズに行えるよう、単語の発音を確認しました。

赴任して４ヶ月ほどですが、玖珠美山高校は本当に良いところだと日々感じています。玖珠

美山高校でこれから過ごす日々が楽しみで仕方ありません。ぜひ、玖珠美山高校の良いと

ころをたくさん皆さんに知って頂きたいと思います。

研究授業後は、教科ごとの授業研究会と

全体会を行い、全職員参加で授業改善につ

いて研究を深めることができました。その後、

ベネッセコーポレーションの若間様に「高大接

続改革の方向性と授業改善のポイント」と題

して、現中学３年生からの新テストなどに向け

て高校がどのように対応すべきかについての

講演がありました。

思考力・判断力・表現力の育成を目指す授業改善の実践



平成２９年８月発行・玖珠美山高校

本校は、昨年度に引き続き、県教育委員会の「地域の高校活性化支援事業」として、美山の魅力を発信し、美山で学ぶ生

徒の夢を叶えるプロジェクト『美山グローカル・プロジェクトⅡ（ＭＧＰⅡ）』の取組を行っています。ＭＧＰⅡの４本柱は、「進路

希望達成のための進学力・就職力、指導力の向上」「難関大学志望者への進路意識向上」「地域産業科の取組」「中高の連

携による広報活動」です。概要については、別紙をご覧下さい。

これまで、難関講座（全学年対象）や就職・公務員基礎講座、美山マルシェ、地域農業者支援等に取り組んできました。今

後は、国公立大学進学希望者普通科の１・２年生（国公立大学受験希望者）を対象に、難関大学受験者の意識高揚を図る目

的で、１０月２０日から２３日の３泊４日の日程で「東京・つくば研修」を実施します。

筑波大学での講義受講、JAXA（宇宙航空開発研究機構）・国会や博物館、科学館

の見学・研修等を行う予定です。今回は、難関大学希望者特別講座として、外部人

材を活用した取組である難関講座を紹介します。

８月２２日（火）～２３日（水）に、河合塾（予備校）講師による難関講座を実施しま

した。受講者は、いずれも希望した生徒であり、１年生が５名、２年生が７名、３年生

が５名でした。１～３限は１、２年生を、４～６限は３年生を対象として、２日間で国

語、数学のややレベルの高い問題に取り組みました。受講した生徒の感想をいくつ

か紹介します。

玖珠美山高校では、この夏、夏季補習や夏季特別集中講座（サマーセミナー）、

３年生夏季学習合宿、資格取得特別講座、ふるさとしごとフォーラムや大学のオー

プンキャンパスへの参加など、まさに「夏に鍛える」取り組みに積極的に挑戦してき

ました。今回は、３年生の夏季学習合宿について紹介します。

７月３１日（月）から８月２日（水）の２泊３日で、日本文理大学湯布院研修所に

て、３年生夏季学習合宿を実施しました。普通科３年１組（国公立クラス）全員が参

加して、延べ１７３０分の自学自習に挑戦しました。以下は、参加者の感想です。

美山グローカルプロジェクトⅡ（ＭＧＰⅡ）始まる

夏を制する者は受験を制す！！ 学力・進路意識向上のための取り組み

難しい問題があり、解けないところもあったので、もっと勉強して解

けるようになりたい。普段とは違った視点で勉強を教えてもらうことは、

大変ためになりました。大学への進学意識が高まりました。自分に足りな

いこと、やるべきことが具体的に見えるようになった。

今回の合宿では、集中して一生懸命に自学自習に取り組むことができま

した。受験のためには、この夏休みがとても大事なので、、受験生として

自覚を持ち、志望校合格に向けて頑張りたいです。これからも毎日の生活

スケジュールを立て、学習に取り組みたい。充実した３日間でした。





平成２９年８月発行・玖珠美山高校

７月末から８月にかけて、山形県を中心とする南東北総体（インターハイ）が行われ、本校からは、ホッケー部女子、少林寺

拳法部が出場しました。それでは、ホッケー部女子、少林寺拳法部の活躍の様子を紹介します。

７月２９日（土）から８月２日（水）に、山形県の川西町総合運動公園ホッケー競技場を会場として、全国高校総体ホッケー競

技が行われました。初戦では、愛媛県の松山中央高校に２－０で見事勝利し、全

国ベスト８に進出しました。準々決勝では、全国強豪の岐阜県の各務野高校に、

敗れましたが、選手は最後まで粘り強く戦うことができました。主将の宇田未夢さ

ん（３年、ここのえ緑陽中学校出身）に感想、思いを語ってもらいました。

８月５日（土）から７日（月）に、宮城県塩 市の塩釜ガス体育館を会場として、全国高

校総体少林寺拳法競技が行われました。本校からは、男子・女子の単独演武、女子の組

演武に計６名が出場しました。女子単独演武に出場した陶山茜さん（３年、森中学校出

身）が決勝に進出し、全国１４位の素晴らしい成績でした。他の選手も、練習の成果を出

し切ることができました。陶山茜さんに出場しての感想、思いを語ってもらいました。

山形で行われたインターハイに出場しました。初戦は松山中央高校（愛媛）

でした。試合開始数分後先制点をとることができました。しかし、グラウンドが

天然芝でうまくボールが転がらず思うようなプレーができず、苦しい場合もあり

ましたが、最後まで気持ちを切らさずプレーすることができました。後半では、

少ないチャンスを生かし２対０で勝利することができました。

準々決勝は去年の準優勝校である各務野高校（岐阜）でした。レベルの違い

にびっくりしましたが、最後まで粘り強くできました。負けたけれど、とても良い

経験になり、目標であった全国ベスト８という目標を達成することができました。

ホッケーはやればやる分だけうまくなれるし、無限の可能性があると思ってい

ます。中学生にもホッケーの楽しさをもっと知ってほしいと思います。

ホッケー部女子、少林寺拳法部、南東北高校総体で活躍！！

私は少林寺拳法部に入っていて、３年連続インターハイに出場しました。今年は

「３日目（決勝）まで必ず残る」ことを目標とし、日々練習をしてきました。練習は楽し

いだけではなく、厳しい時もありました。先生がしっかりと教えてくれるので、どんど

ん上達することができ、そのおかげで３年のインターハイには、入賞することはでき

ませんでしたが、１４位という結果を残すことができました。とても悔しい思いもありま

したが、全力で演武することができ、満足して終わることができました。

私は、少林寺拳法を通して、１つのことに打ち込む力を身につけることができたと

思います。目標を立て、それを達成するために全力で練習をすることはとても大切

なことだということをこの３年間で学び、考えることができました。

最後に私が伝えたいことは、「目標を持ち、必ずあきらめない」ということです。辛

いときも、苦しいときがあっても、あきらめず、最後まで頑張れば必ず、自分の力に

なると思います。



平成２９年９月発行・玖珠美山高校

８月２１日（月）に『みやま』オープンスクールを開催しました。玖珠郡内外の中

学校２２校から２５０名を超える中学生や保護者、引率の先生方の参加をいただ

き、心よりお礼申し上げます。

全体会での学校紹介（学科や学校行事、部活動など）や１年生による高校生

活感想発表、本校の教員による体験授業、部活動見学を通して、本校のことを

知ってもらえたでしょうか。ぜひ、玖珠美山高校で充実した高校生活３年間を過

ごしませんか。お待ちしています。

＜体験授業の様子＞

平成２９年度『みやま』オープンスクール ありがとうございました！！

参加していただいた方々のアンケート（回答）より
○先生方と生徒が一丸となり学校生活を盛り上げている雰囲気が感じられた。

○美山高校は明るく楽しい学校であり、ぜひ入学したいと思った。

○美山高校は、よい環境で授業が受けれているし､授業もわかりやすかった。

○全体会など、生徒会が学校紹介をしていて、生徒主体という感じがよかった。

○美山高校の良さがよくわかり、今までで一番印象に残る体験入学だった。

○生徒が優しく丁寧に対応していたし、あいさつも明るくてよかった。

体験授業① 国語・地歴（世界史）・数学・理科・英語・書道・商業・農業

体験授業② 数学・理科・英語・音楽・美術・書道・情報・農業（栽培系・畜産系・食品製造）



平成２９年９月発行・玖珠美山高校

７月２４日から８月１６日までの２４日間、アメリカ合衆国ワシントン州アーリン

トンでの短期留学に、本校生４名が参加しました。この短期留学は、玖珠・九重

両町支援金によって実施されたものです。帰国後、参加者４名は、９月１日（金）

には野尻校長へ、４日（月）には朝倉玖珠町長へ、６日（水）には日野九重町長

へ海外短期留学終了の報告を行い、玖珠町、九重町からの支援に対する感謝

の気持ちを述べました。また、９月７日（木）に行われた学校運営協議会でも、

海外短期留学の報告を行いました。今後は、美山祭（文化の部）で報告発表を

行う予定です。最後に、参加者４名の感想（要約）を紹介します。

アメリカ合衆国での充実の24日間！！ 海外短期留学生４名が帰国

普通科２年 後藤 葵

（森中学校出身）

私は海外研修に参加して、多くのことを

学ぶことができ、自分が成長することがで

きました。実際にアメリカへ行き、多くのア

メリカの人達とふれあう中で新しい考えや彼らのバイタリ

ティーあふれる行動を目の当たりにして、今までの自分が

小さいことで悩んでいたと気づかされました。今回の研修

で辛かったことは、ホストマザーと電話をした時に、マザー

の英語が全然理解できなかったことです。相手が見えな

い電話では、身ぶりや表情での理解ができず苦労しまし

た。また、今まで当たり前と思っていた日本の生活のあり

がたさにも気づきました。

普通科２年 小路 茉紀

（ここのえ緑陽中学校出身）

私は海外でのホームステイは初めてで

した。ホームステイでは、午前は一緒に研

修に参加した日本人の学生達と学校で英

語を学び、午後は課外活動やボランティア活動に参加を

しました。週末にはホストファミリーといろいろな所に行き、

多くのアメリカ人とふれ合う機会がありました。アメリカの

子どもは日本の子どもよりも大人っぽく、またアメリカ人は

年代を超えて対等に会話をしているように見えました。多

くのアメリカ人と出会い、共に有意義な時間を過ごす中

で、日本では学ぶことができないことを多く学べ、私にとっ

て中身の濃い研修になりました。

普通科２年 川村 菜緒

（東部中学校出身）

私は、今回が初めての海外であり、自

分の英語が通じるのか、上手くやってい

けるのかという不安はありましたが、自分

の英語力を磨きたいという強い気持ちもありました。ホー

ムステイを始めた頃は、ホストファミリーに英語で言われ

ても、すぐに英語が出てこなくて返答することができませ

んでした。それでも、日が経つにつれ、少しずつ英語が聞

き取れるようになり、返答も以前より早くできるようになり

ました。しかし、自分の伝えたいことを全て英語で上手く伝

えることはできないままでした。もっとしっかり英語の勉強

をしておけばよかったと後悔しました。

普通科１年 松下 文香

（森中学校出身）

私にとって今回が初めての海外研修の

参加でした。アメリカでは自分の英語が通

じないことも多く、自分の考えを伝えること

も難しくて大変でした。英語で会話をする力がもっと必要

だと痛感させられました。私はこれまで以上に英語学習に

力を入れたいという気持ちになりました。私は今回の海外

研修の中で、たくさんの日本文化をアメリカ人に伝え、文

化の違いを見つけたいと考え、日本での「いただきます」と

いう言葉を伝えました。アメリカ人には発音が難しく、最初

はなかなか言えませんでしたが、最後にはしっかりと発音

ができるようになり安心しました。



平成２９年１０月発行・玖珠美山高校

『紡ぐ』をテーマに、９月２７日（水）と２８日（木）に文化の部を、９月２９日（金）に体育の部を実施しました。３日間にわたっ

て行われた第３回美山祭では、多くの保護者や地域の方々の参加をいただくとともに、山路踊り保存会の皆様による舞踊指

導など、沢山の方々のご支援・ご協力のお陰で大成功のうちに終了することができました。そして何より、美山高生３４７名全

員が『３年目の美山高校を皆の力を合わせて一層力強く団結した高校にしよう』という強い思いを持って、主体的、積極的に組

り組み、新しい美山高校を「紡ぐ」ことが出来ました。生徒にとって、一生の思い出に残る３日間となりました。今回と次号は、

第３回美山祭文化の部を特集します。ご覧下さい。

第３回美山祭特集号・その１ 美山高生の絆深まる充実の３日間！！

一
年
ク
ラ
ス
展
示

クラスの団結力を示した、1年生クラス展示・2年生ステージ発表

二
年
ス
テ
｜
ジ
発
表

最優秀賞

◎クラス展示

１年２組「ふるさと」

◎ステージ発表

２年２組

「Arice in Village

of Fairy Tale」



平成２９年１０月発行・玖珠美山高校

各クラスの展示・発表やだけでなく、吹奏楽部や書道部のパフォーマンス、文化部の活動や授業で作成した作品の展示、

農業クラブや海外短期留学報告など、今年の美山祭文化の部も非常に盛りだくさんで、充実した内容でした。文化の薫り高

い、まさに「文化祭」と呼ぶにふさわしい、生徒も大満足の２日間でした。様々な取り組みの一端を、写真で紹介します。

【予告】美山収穫感謝祭 １１月３日（祝、金） ・農産物・加工品販売等を実施します。

第３回美山祭特集号・その２ 文化の薫り高い、充実の２日間！！

部活動や委員会による作品等の展示もありました



平成２９年１０月発行・玖珠美山高校

美山祭の最後を飾る体育の部が、９月２９日（金）に行われました。今年の体育の部は、天候に恵まれ秋晴れのもと、盛大

に行われました。開会式の後、白団、青団による応援合戦で気持ちを高揚させ、午前１０競技、午後８競技に生徒及び教員、

保護者が一生懸命に参加し、大変盛り上がりました。今回は、その第３回美山祭・体育の部の特集号です。美山高生の生き

生きとした姿、美山高生の一人ひとりが輝いた体育の部の様子を、ぜひご覧下さい。

美山祭の最後を飾る体育の部 一人ひとりが輝いた美山祭！！

白団応援団長 普通科３年 秋好崇人君（北山田中学校出身）
私はこの体育の部で団長として関われて本当に良かったです。毎日の練習で

は、大変なことやきついことも多くありましたが、応援団、団員で協力し、本番で

は全員で盛り上がり全力で楽しむことができました。１ヶ月間全員で頑張ってき

て、本当に良かったです。きつかったことも大変だったことも、今では全てが想い

出です。１、２年生、またこれから入学してくれる中学生には、もっともっと輝く美

山高校の伝統を作っていってほしいです。

青団応援団団長 普通科３年 長尾一慧君（八幡中学校出身）
私は文化の部ではＭＣをし、体育の部では応援団長をさせていただきました。

応援団長として、団を引っ張っていくのは大変でしたが、団の人が協力してくれ、

助かりました。美山一期生として良い美山祭を作り上げることが出来たと思って

います。来年は今の１、２年生の個性を出しながら新入生と協力して良い美山

祭を作っていってほしいと思います。美山高校が活気づいていってくれることを

期待しています。



平成２９年１１月発行・玖珠美山高校

１０月２０日（金）から２３日（月）までの３泊４日の日程で、２年生５名と１年生５名の計１０名が、東京・つくば研修に参加しま

した。JAXAや筑波大学などの大学・研究機関や国会、日本科学未来館や上野地区の博物館等などを訪問し、施設見学だけ

ではなく、担当者から直接講義をしていただくなど、大変充実した、そして貴重な４日間の研修となりました。参加生徒にとって

は、とても満足度の高い研修でした。今回は、研修の様子と参加した１年生の帆足真尋さんの感想を紹介します。

貴重な体験の連続！！ 充実・大満足の東京つくば研修

普通科１年 帆足真尋さん（玖珠中学校出身）
私は、大学進学やその後の進路への意識高揚を図るために、研修に参加しました。

ＪＡＸＡ筑波宇宙センターでは、今最も考えている進路が宇宙工学への道なので、人工衛星や惑

星の模型などの展示品や、ロケット内部エンジンの構造などを説明したパネルなどを見て、圧倒さ

れると同時にとても感動しました。日本科学未来館では、たくさんの展示がある中で、どの場所に

も、今後の日本、世界を、どうしていくべきかの問いかけがあり、とても興味深く、いろいろなことを

考えさせられ、とても充実した時間となりました。筑波大学では２人の教授による講義を受講しまし

た。教育学の浜田教授の講義では、学校とは本来どうあるべきなのか、色々な視点から考えまし

た。この講義で学んだことを今後の生活に活かし、自分なりの考えを持っていきたいと思いまし

た。心理学の坂入教授の講義では、人の価値観や共感的理解の大切さ、自分を落ち着かせる方法なども教えてもらいま

した。中でも「諦めるのではなく、明らかにする。変わられることに全力を尽くすべきだ」という言葉が一番心に響きました。

この研修で学んだことを生かして、これから訪れる難題や困難にもしっかり立ち向かって、決めた目標一つ一つを達成

していきたいです。



平成２９年１１月発行・玖珠美山高校

１１月３日（金）に第３回美山収穫感謝祭を開催しました。玖珠郡内外の方や小･中学生、保護者など、非常にたくさんの方

々にご来校いただき、大盛況のうちに終了することができました。参加していただいた全ての方々に感謝申し上げます。

午前中は、本校で栽培・加工した野菜や草花、加工品などの即売会や農業機械の試乗体験、和牛の体重あてクイズ、本校

ＰＴＡの協力による食品バザー、中学生対象のO-Labo出張講座等を行いました。午後からは、体育館において、普通科生徒

の英語スピーチ発表と地域産業科生徒のゆずカードの研究発表、農業科教員による地域産業科紹介などを開催しました。農

業と地域について考える、実り多い、意義深い一日となりました。今後とも、玖珠美山高校への、熱いご支援をお願いします。

第３回美山収穫感謝祭 たくさんのご来校、ありがとうございました！

全商高等学校英語スピーチコンテスト大分県大会に
おいて、最優秀賞受賞！おめでとう

１０月２５日（水）に行われた、全商高等学校英語スピーチコン

テスト大分県大会において、普通科２年の野上明里さん（森中学

校出身）が、見事最優秀賞に輝きました。野上さんは、全国大会

（１月６、７日、東京）に出場します。



平成２９年１１月発行・玖珠美山高校

１１月７日（火）に第２回目の授業研究会を実施しました。岩武教育次長をはじめ県教育委員会や玖珠町・九重町教育委員

会、郡内の小・中学校、高校から多数の先生方に参加していただき、大変有意義な研究会を実施することができました。

今回の授業研究会は、高大接続改革を意識し、思考力・判断力・表現力の育成のため、新たな授業形態や手法に積極的

に挑戦するなど、組織的な授業改善を目的に実施しました。今後も、授業改善・授業力に取り組んでいきます！！

【授業研究会の授業者・授業内容等一覧】

教科 科目 授業者 クラス 授業内容等

国語 古典 道中 聡 １年２組 『伊勢物語』 ～「昔男」を追う～

地歴 地理Ｂ 佐藤雅彦 ２年２組（選択） 世界の農業 企業的農業

数学 数学Ⅱ 井上喜道 ２年１組（応用） 放物線と直線で囲まれた部分の面積

英語 ｺﾐｭ英語Ⅰ 藤井 礼 １年１組（標準） 以前学習した内容を元に、英語でインタビューを行う

農業 食品製造 梶原寬章 ２年４組（選択） 農産物の加工 小麦の性状

第２回 授業研究会 組織的な授業改善，授業力向上を推進！！

岩武教育次長より特別講演をいただく
全体会では、県教育委員会の岩武教育次長より、「授業が変わる。生徒

が変わる。学校が変わる。」と題して、新学習指導要領の方向性を踏まえ、

これからの新しい時代に必要となる資質・能力の育成のためには、授業改

善が必要であること、教員の授業力を向上させること、特に、授業の構想

力、展開力、説明力を磨くことが大事であるとして、玖珠美山高校職員への

熱いエールをいただきました。岩武教育次長の熱い思いを聞き、本校職員

は勇気づけられるとともに、授業力向上に向けての思いを強くしました。



平成２９年１２月発行・玖珠美山高校

１０月２７日（金）に、日野九重町長を講師に招き、「九重町の将来について～今

の高校生に今求めること～」と題して、講演をいただきました。この講演は、２年生

の総合的な学習の時間の中で、地元玖珠郡が抱える課題に向き合い、２０年後

の自分を想像させ、ふるさと玖珠郡のために何をすべきかを考えさせるために昨

年度より実施しています。日野町長からは、九重町の人口が今後も減っていく現

状を踏まえ、町民のために何ができるのかを考えていきたいと説明がありました。

また、高校生に対して、「取り返しのつかないことはない。だから、失敗を恐れず、

いろいろなことに挑戦してほしい。一歩一歩前に進んでほしい」とエールを送って

いただきました。生徒にとっては、地元のことを考える良い機会となり、地元に対

する思いを強くしました。聴講した２年生の感想の一部を紹介します。

１１月１７日（金）６限に、１、２年生を対象として「玖珠の匠・達人に聞く」を実施しました。この企画は、日野町長の講演を受

けて、地元玖珠郡で活躍する１０の分野から１７名の講師、地域の力を活用して行われました。生徒は、下の１０の分野から

希望する分野を選択し、事前学習を行い、今回の講座に臨みました。講師からは、仕事内容ややりがい、課題などについ

て、わかりやすく説明をしていただきました。受講した生徒は、真剣に講師の話を聞くと

共に、積極的に講師に質問をするなどし、有意義な１時間となりました。

７限は、２年生は引き続き、講師と座談会形式で意見交換を行い、講義内容を深め

ていきました。１年生は、分野ごとに講義内容を模造紙にまとめ、発表をしました。その

後、各グループのまとめ、発表を踏まえて、大分合同新聞社の白石さんに講評とこれ

からの時代を生きるために必要なことについての話をしていただきました。

１、２年生とも、今後はさらに調査・研究を重ね、各自小論文としてまとめ、２月末に

クラスでの発表、そしてクラス代表による全校での発表会を実施する予定です。

地域の力を活用した「玖珠の匠・達人に聞く」を実施

日野九重町長講演「ふるさとの２０年後を考える」

◯「取り返しのつかないことはない」という言葉のおかげで、とても気持ちが軽くなりました。どんな壁でも立ち向かおうと

思います。自分の進む道を信じて、頑張りたい。 ◯これからは、勇気を出して、何事にも挑戦していきたい。 ◯ミス

を恐れず、悔いのない人生を送りたい。 ◯大人になったら、玖珠に戻ってきたい。 ◯何事も続けていくことの大切さ

を知った。 ◯講演を聞いて、地元の町の行政や将来について考える良いきっかけとなった。

【実施した１０分野】

①商業 ②工業・製造

③医療 ④福祉

⑤保育 ⑥教育

⑦観光 ⑧金融

⑨行政 ⑩農業



平成２９年１２月発行・玖珠美山高校

普通科において、１１月１０日（金）５限に１年生が、６限に２年生が、英

語調べ学習発表会を行いました。この発表会は、本校の授業改善の取組

の一環として、本年度より始めたものです。本校及び他校の外国語指導

助手（ＡＬＴ）３名を講師に迎え、生徒が英語のみでポスターセッションを行

いました。この取組は、英語力の向上と異文化理解への意欲を喚起する

と共に、プレゼンテーションや質疑応答を通してコミュニケーション能力の

更なる育成を進めることを目的として行われました。「外国の人に伝えたい

こと」をテーマとして、日本のジンクスや流行言葉など、各グループが趣向

を凝らして調査・研究をし

たものを発表し、聞いてい

たＡＬＴや先生、生徒の質

問に答えていました。生徒

達は、この発表会のため

に、放課後遅くまで残り、

ポスターを完成させまし

た。発表した生徒からは、

もっと英語を勉強して話せ

るようになりたいなどの感想が聞かれました。

この取組は、来年度以降も続け、英語によるコミュニケーション能力の向上や国際交流を目指していく予定です。

１１月１６日（木）に、地

域産業科３年生全員で、

「希少種の保護活動」の

一環として、登山道保全

整備活動を行いました。

この活動は、卒業を半年後に迎え た農業（環境）を学ぶ３年生が、ふるさと

の自然環境保全（ミヤマキリシマ 保護）に対する整備を通じて、歴史的自

然遺産の恵みを体得する目的で 行われています。当日は、貸切バスで長

者原ビジターセンターまで行き、長 者原ビジターセンター長をはじめとする

５名の指導者の指導を仰ぎなが ら、登山道の整備作業を行いました。

英語調べ学習発表会－3人の外国語指導助手（ＡＬＴ）を招いて－

登山道保全整備活動 －地域産業科３年生「希少種の保護活動」



平成２９年１２月発行・玖珠美山高校

１１月１５日（水）ＨＲＡの時間に、１、２年生が、ビブリオバトルを行いました。ビブ

リオバトルとは、自分が面白いと思う本を紹介し、一番読みたくなった本に投票をし

て、チャンプ本を決めるものです。今回は、

各クラスを４～５人のグループに分け、各

自がおすすめの本の紹介プレゼン（予選）

をし、その後決勝戦を行い、クラスのチャン

プ本を決める方法で実施しました。生徒か

らは、「みんな真剣に本を紹介していた。紹

介された本をぜひ読んでみたい」などの感想が聞かれました。今年初めての試みでし

たが、来年度以降も実施し、生徒に読書の面白さを伝えていく予定です。

ビブリオバトルを実施しました －読書の面白さを伝える－

地域との連携の取組 －幼・保・小・中との活動を通して－

書道部が九重町での子育て応援キャンペーンでパフォーマンス

１１月１９日（日）に九重文化センターで行われた「こどもっと！ランドinここのえ」

で、本校書道部が、パフォーマンスを行いました。この企画は、九重町と大分合同

新聞社が主催の子育てファミリーの応援キャンペーンです。会場には、小さな子ど

もやその家族が多く参加していました。本校書道部１１名は、緊張しながらも堂々と

した筆裁きで、一つ一つの字を書き上げていました。会場からは、「すごい」「きれ

い」などの声が上がり、会場全体の雰囲気を盛り上げることができました。

玖珠中学校との連携授業（２年生との芋掘り）

１１月１５日（水）に、玖珠中学校との連携授業として、本校地域産業科２年

生が、玖珠中学校２年生とともに、玖珠中学校において、サツマイモの芋掘り

を行いました。今回掘ったサツマイモは、５月に共同で、植え付けを行ったも

のです。中学生は、本校地域産業科２年生とともに、手で芋を傷つけないよう

慎重に１つずつ掘っていました。中学生からは、「高校生が優しく教えてくれた

ので掘れた」「大きいのがとれた。うれしい」などの感想が聞かれました。

「玖珠美山高校生に感謝を伝える会」（森中央小学校５年生）

１１月２４日（金）に、地元の森中央小学校５年生とともに、本校第２体育

館において、「玖珠美山高校生に感謝を伝える会」を行いました。この会

は、本校地域産業科１年生が、森中央小学校５年生と一緒に田植え、稲刈

りを行い、できあがった精米２０㎏を森中央小学校に贈呈し、小学生が本

校地域産業科１年生に感謝の思いを伝える会です。今後も地元の小学生

との体験実習を続け、地域との連携、地域に根ざした取組をしていきます。


