平成３０年度第２学期終業式
バレーボール部 八代市バレーボール協会高等学校強化大会
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佐内 柚希（さない ゆずき）
井上 雅喜（いのうえ まさき）
吉元 綾一（よしもと りょういち）
坂井 瑠莉（さかい るり）
丸野 真愛（まるの まい）
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園田 舞衣（そのだ まい）
赤星 雄貴（あかほし ゆうき）
松野 温音（まつの はるね ）
小山 彩希（おやま さき）
千々波 郁海（ちぢわ いくみ）
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Letters from San Antonio
本校の 2 年 7 組国際コースの西岡君と山中さんは昨年の 8 月末より、熊本市・サンアントニオ市の交
換留学生として、サンアントニオ市にあるセント・アンソニー高校に通っています。これから 6 月上旬ま
であと 5 ヶ月、留学生活を送る二人の笑いあり、涙ありの報告書をお届けしたいと思います。（紙面の都
合上、省略している部分もあります。）

２月留学報告書：西岡純正
（１）授業について
授業についてやっと semester 1 が終わりました。（1 学期）とても長いようで短い 1 学期でした。1 学
期の成績はこんな感じでした。（省略）
英語がすごく難しいですが、だいぶ頑張ったと思います。2 学期はもっといい点数取れるように頑張り
たいと思います。ビジネスと歴史が特に悪いので復習を頑張ります。
（２）日常生活について
特に変わったことはありませんが、クリスマスが近づいてきて家々が華やかになってきました。とても
綺麗ですごいところにはキリストの像が飾ってあったり、キャンディのイルミネーションがたくさん飾
ってあったりして見ていて楽しいです。学校にもイルミネーションがいっぱいあって、バスケットボー
ルの練習終わりに一人で感動してます。ちょっと寂しいですが。
あとは、メキシコの真隣のラレドという場所に家族で集まる為に行きました。いとこ、
はとこ、おじいちゃんおばあちゃんまでみんな揃ってとても楽しかったです。
みんなでバスケをしたり、ゲームをして遊んで、メキシコの伝統料理、“タマル”を食べて楽しみました。
（３）学校生活全般について
友達がだいぶ増えて最近はよく話すようになりました。チームメイトともいい感じに
コミュニケーションがとれてきてチームもいい感じです。1 学期最後の試合はメキシコの近くまでみんな
でスクールバスを使って行きました。2 時間半もかかりました。3 チームあるのですが 3 チームとも勝っ
て僕は 3p2 本とレイアップ 1 本で少ないですが 8 得点決めました。三十点差で勝ったので良かったです。
帰りのバスはもうお祭り騒ぎですごく楽しかったです。みんなでハンバーガーを食べに行って帰り着い
たのは 12 時半でした。
（４）家庭について
正直家庭についてなにか変わったことはありません。いつも通りみんな元気いっぱいです。
みんなの名前がついたソックスがリビングに飾ってあるのでそこにサンタさんからのプレゼントが入
るんだと思います。とても楽しみです。
（省略）

12 月留学報告書：山中梨湖
（１）授業について
今月は Final exam がありました。（省略）テストのための宿題も沢山でました。教科によりけりです
が、ほとんどの教科の問題数が多く US history は 120 問ありました。私たちのような留学生たちは
accommodation という補助を受ける事ができ、テストを受ける時間を 45 分追加する事ができます。Final
exam のために、各教科の授業では携帯を使いながら勉強しました。Kahoot というサイトに繋げて、皆で
クイズを解く授業です。大事な語句の意味や関連のある人物の名前など、幅広く勉強する事ができまし
た。
（２）学校生活について（省略）
（３）日常生活について
12 月に入り、本格的に寒くなりました。セントアンソニー高校には、長袖のシャツなどがありません。
全てが半袖で夏、冬関係なく、それを着なくてはいけません。そのかわり、セントアンソニー高校のジャ
ケットやセーターがあり、冬は半袖のシャツの上からジャケットかセーターを着ます。セントアンソニ
ー高校は、スカートの長さを変えることができたり、自分でアレンジして着ることができてとても自由
です。また、化粧や髪型も自由で髪の毛を染めている人も沢山います。
ホストファザーがメキシコの人ということもあり、最近はメキシコ料理を食べることが増えました。ほ
とんどが日本に馴染みのない料理ばかりで、面白いです。メキシコ料理といえば Tacos ですが、Tamal と
いう食べ物も有名です。リメンバー・ミーでも出てきた食べ物で、トウモロコシとラードを合わせてこね
た生地が使われており、とても不思議な食感でした。
（４）家庭生活について
大学に通っている 1 番年上のホストブラザー、Striven が 1 週間早く Christmas break の期間に入ったよ
うで、大学の寮から家に帰ってきました。（省略）Brian は毎日ジムに行って体を鍛えています。最近は
私も Brian について行ってジムで体を動かしています。University of Incarnate Word のジムでセントアンソ
ニー高校と関連のある学校なので、無料でジムを使う事ができます。
ホストシスターとは姉妹のように仲良くなり、何処へ行くにも一緒です。わからない事があると、通訳
機で説明してくれたり、調べてくれたりととても優しいです。この間は、英語の長い言葉を教えてくれま
した。Supercalifragilisticexpialidocious という言葉で、意味は“素晴らしい”“素敵な”という意味だそう
です。本当に英語なのか疑うほど長くてびっくりしました。
（５）その他
アメリカでは銃を持っていい制度があります。そこで私は、数人の友達に銃を持っているのか聞きまし
た。予想外に誰も持っていませんでした。また、ホストファミリーにも同じ質問をしたところ、銃は持っ
ていないそうです。銃は恐ろしくて嫌いだと、皆同じ事を言っていました。私は日本にいる時は、アメリ
カ人は皆銃を持っているものだと思い、勝手に恐がっていました。しかし、銃を持っていいアメリカ人も
同じように恐がっていると知ると、私は勝手な偏見を持っていたのだと思いました。それぞれの国の文
化があるからこそ、お互いを理解し合い、受け入れていけなければいけないと思います。
アメリカの生活はあと 5 ヶ月です。残り 5 ヶ月、まだまだ沢山のことを学んで有意義なものにしたい
と思います。

英国留学報告

３年７組

坂田

温朗

【抜粋版】

僕がいるのは Rambert School Ballet and Contemporary Dance という学校で、バレエとコンテ
ンポラリーダンス(モダンダンス)を専門的に学ぶ学校です。フランス、スペイン、アメリカ、ブ
ラジル、オーストラリア、など、世界各地から留学生・・・（省略）。学校では、お互いの違い
を尊重し、認め合うことを、最初に教わります。
テクニックを習うレッスンだけではなく、振り付けと即興の授業も
あります。（省略）
学校のスタジオは休みの日にも開いていて、練習などに自由に使う
ことができるため、僕は土曜にいつも学校へ、自習をしに行っていま
す。

なんと先日、ラグビーの聖地と呼ばれている、Twickenham Stadium に、日本対イングランドの試合
を観戦しに行ってきました。聖地と呼ばれるだけあって、その迫力は凄まじいもので、息を呑むほど
でした。８万２千人収容のスタジアムはその日は満員で、その殆どがイングランドサポーターでし
た。自分の座席の周りもすべてそうであるのにもかかわらず、僕は一人で日本国歌を熱唱しました。
試合中も、日本がトライすると僕一人が立ち上がり、喜びを爆発させました。（省略）僕はゴミ拾い
のボランティアを行いました。来た時よりも美しく、なんて言葉を日本ではよく耳にしますが、こち
らのスタジアムでは、ごみはほとんどだれも持ち帰らず、その場に置き去りにされたままなのです。
さらにはゴミ拾いをしていると、清掃員が拾いに来るからしなくていいよ、だとか、なんでそんなこ
とをしているのかい、と話しかけに来る人たちがいました。僕はそこに、最大の疑問を感じました。
結局誰かがしてくれるからしなくていいのか、と。自分で出したごみの一つさえも捨てられないの
か、と。実際はその方が合理的で、賢いのかもしれません。ですが僕はこれを正しい行動だとは思い
ません。これからもイギリスで僕は生活をしていきますが、これからも何と言われようと、自分が正
しいと思うことを行っていきたいと思います。

２学期クラスマッチ
～１，２年男子；ハンドボールで勝利をねらえ～
ろサッカー～

～1，2 年女子；燃え

～2 年女子；創作ダンスで必由クリエイト～
１２月２０日（木）、雨が心配され
る中、１、２年生はクラスマッチで全
クラス、優勝目指し、それぞれのかた
ちで頑張りました。
中でも、２年生女子による創作ダン
ス発表会は例年以上に発想・構成とも
クリエイティブで、審査員をうならせ
ていました。

出演順
組

テーマ

中心となる内容

2

道を切り開け！！

どんな壁にぶつかっても自分のやり方で突き進む。

7

Y o u a r e o n ly o n e .

大切な人への愛しさ

6

恋

4

英雄

8

ヒカリ

9

T he G ro und

1

思春期

3

G o m y w a y.

思い悩む男女。
悩みぶつかり合った末の結末は．．．。

前向きな気持ちを持って

選ばれる世界の中で私たちは・・・

差別のない日々へ

ＪＫブランドの名に恥じない戦い

夢に向かって
困難を乗り越え
突き進んでいく。

5

ＬＩＦＥ

別れ、孤独、希望。
どんな人生でも、前向きに進む。

平成 30 年度

第 2 学期表彰式及び終業式

～成功は平等に与えられる「本人の努力×時間」、
「宿命（マイナスと思っていること）を使命（誰かの人生の
役に立つこと）に変えて、わくわくして生きよう！」～

１２月２１日大掃除で 2 学期の垢を落とし、全校生
徒分かれて、「みらいステーション」により同時中継で
表彰式及び終業式を行いました。1 年生は各教室、
２年生は創立８０周年記念館３階、３年生は本館５階
視聴覚室で行いました。
表彰式は女子バレーボール部を筆頭に各部活動
の栄誉をたたえて表彰されました。また、今年は熊本
市より善行表彰を受けた団体の部では野球部、個人
の部では２名の生徒が表彰されました。

終業式の式辞では、荒木隆久校長より東京銀座に
マクドナルド１号店を出し、それを皮切りに日本全国
に店舗を広げた藤田 田氏の話を聞きました。人間の
心理を捉えた緻密な戦略をとった藤田氏がマックシェ
ークという『人間が絶対嫌がらない吸う心地よさ』を追
求し商品開発を行ったことや試行錯誤を繰り返しお客
様が商品を受け取りやすい現在の『９２ｃｍの高さのカ
ウンター』に設定したことなどが紹介されました。さらに
この藤田氏に高校生ながら「これからの時代、何を勉

できないのではない。まだやっていないだけだ！

強したらいいか？」と問うた孫 正義氏が「今からはコ

成功は平等に与えられる「本人の努力×時間」。

ンピューターの時代だ。アメリカで学べ。」との氏の言

「宿命（マイナスと思っていること）を

葉に退路を断ち高校中退で渡米した孫氏の志につ

使命（誰かの人生の役に立つこと）に変えて、

いても聞きました。

わくわくして生きよう！」
式の最後は校歌斉唱です。
指揮は生徒会長の 2 年石崎さん、ピアノ伴奏は 3 年の田
上さんが行いました。「いろいろあった 2 学期でした。3 学期
に元気に頑張れるよう校歌を歌おう！」と石崎さんの掛け声の
後、斉唱を行いました。

感性を育み思考力を伸ばす授業
～豚の目解剖実験で実感する生命の神秘（理科）～
～チームの課題に応じた作戦を考えゲームに生かそう（体育科）～

１２月１８日４時間目３年５組の実践生物の授
業で豚の目を解剖し目の働きや仕組みを実感する
活動を行いました。
取り出された約 1ｃｍ弱の透明なレンズの球体
が新聞紙の文字をしっかり拡大する様を目の当た
りにし、生命の組織の確固とした働きに感嘆の声
も上がりました。また、そのレンズを湯煎しなが
ら白くなる様を観察し、タンパク質の熱変性につ
いても理解を進めました。

６時間目は３年女子の体育球技の授業で、「作戦を立
ててゲームをしよう」を課題にして、バスケットパット
というＩＣＴを活用して他のチームの戦力分析を行い、
的確なチームプレーを目指す活動を行いました。
相手チームの練習も観察し、作戦を確認する集中した
姿に熱気を感じたことでした。

」という活動が行われました。

感性と表現力を育む研究授業
～漢詩や和歌、英語の詩を読み比べてみよう「（国語科）～
～Ｔelling the good points of washoku to foreigners.（英語科）～

１２月１７日３時間目３年６組の古典Ｂの授業で
漢詩を中国語で音読し、響きの美しさやリズムを読
み味わう活動を行いました。
漢詩「春暁」を訳した後、中国語の先生による音
読を聞き、そのしっとりとした音読の美しさや押韻
の面白さを味わいました。
最後に漢詩や英語の詩、和歌について、相違点や
共通点を話し合い発表がなされました。共通点とし
て、『どれも読語の余韻を味わうことができる。』
という意見が出されました。
「大学進学後は外国語選択で中国語を選択しよう
かな」との声も授業後に聞かれました。

同日５時間目、１年７組ではコミュニケーション英
語Ⅰの授業で、「Ｔelling the good points of washoku
to foreigners.」を課題にして、和食のよさを外国の人
に伝えようと英文をつくる活動を行いました。

挨拶の後すぐにクイックレビュー、リテリング、レ
ディーフォーディーテイルと音読や復習・確認のエク
」という活動が行われました。
ササイズをペアになり分刻みで集中して行いました。
その後、生徒たちは英文 60 語以上で和食の良さを紹
介する英文を工夫して作りグループで紹介し合いまし
た。クラス全体に向けての発表も、グループ内で紹介
した後で自信を持って発表できたようでした。

必由館高等学校
家庭クラブ

NO.1

H30.11.３０(金)

「大掃除」報告！
11 月３０日、必由館高校付近の方の家に訪問し
大晦日に備えて大掃除をお手伝いしました。
約 60 人の一年生が参加しました。6 グループに
別れ庭の草取りや窓のサッシなどを掃除しました。
どのグループも自分から進んで仕事を見つけていて
積極性やボランティア精神の意義を学ぶことができました。
必由館高校の近隣校区は高齢者の方が多い地域なので
これを機に参加したことのない人も参加してみては
どうでしょうか。そして、必由館校区や自分の住んでいる
地域にも関心を少しでも持ってほしいです。

地域の方も楽しみ
にしておられます

「大掃除」の感想
地域の方の感想

生徒の感想

とても助かった
少しでも地域に貢献
できてよかった。

これからも必由生に
手伝って
ほしいです。

第４回ボランティア委員清掃活動報告
①日

時：平成３０年１1月30日（金）１２時3０分～1３時05分
（期末考査最終日）

②参 加 者：１年ボランティア委員全員１８名、１年生の希望者３名
ボランティア委員長１名・副委員長１名・担当職員１名
計２４名

１年生はテスト後の活動は今回が初めてでした。全クラスの出席と委員以外の
参加が３名でした。今回は天候にも恵まれ暑い中での清掃活動となりましたが、
「ご苦労様」と声をかけられたり、挨拶を交わしたりと大変有意義な活動でした。
次回も３学期に予定しています。委員以外の参加者がもっと増えればと思います。
３学期もクラスでの呼びかけよろしくお願いします。
連絡やプリント掲示ありがとうございました。
係より
【活動の様子です】 2018.11.30

感性と思考力を育む研究授業紹介
～言葉を吟味して短歌を作ろう（国語科）～
～正〇角形を作図しよう！（数学科）～

１２月１３日１時間目２年１組の国語表現の授業で
短歌（４首）の穴埋め活動を行い、できた作品を批評
し合う活動を行いました。
「（ ）より（

）のほうが おれらしく

すこし

厚着を して冬へ行く」について、「（手袋）より
（軍手）のほうが おれらしく

すこし厚着を して

冬へ行く」と言葉を埋めた友達の作品に対し、表現に
力強さを感じたと批評する生徒の発表を聞き発想の面
白さを味わいました。
最後に本物の作品が紹介され、さらに深く生徒たち
は作家の思いを味わいながら短歌芸術の魅力へといざ
なわれていきました。

同日３時間目、１年
6 組では数学 A の授業
で、正五角形の作図を
するという活動が行わ
れました。

今回の授業では小中学校の既習内容と数学Ⅰで学習
した「三角比」を活用して作図をします。今後、数学
B で学習する「ベクトル」において、線分の内分や外
分、作図での考え方をさらに使っていくためでもあり
ます。
生徒たちはまずは自分で作図に挑戦し、次は隣や班
で考えながら、思考を深めていました。発表者の生徒
は自分の拡大した作図をもとに考えを紹介していまし
た。

