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４つの「Ｃ」
教頭

山﨑 由美

少し前の新聞に、
「ジマーニ賞」という若手対象の国際賞を女性で初めて受賞した佐々木
千尋氏の記事が載っていました。銀河のきれいな写真を見て宇宙への興味を持ち、物理学者
となり、
「武者修行のような感じ」でドイツの研究所や大学で研究を続けたという佐々木氏。
「10 年いたけど、ドイツ語はしゃべれない。私の生活のメーンは物理の研究です。リラッ
クスするために料理や散歩はしても、言葉の勉強に充てる時間はなかった。
」と語っていま
す。言葉に関しては、実質的に世界の共通語となっている英語を使い、寸暇を惜しんで、研
究に情熱を傾けておられるのでしょう。記事の写真には、「未解決問題がたくさんあるのが
物理の魅力。分からないことを分かるまでやりたい」と自分のやりたい実験や研究に突き進
む自信に満ちた若き研究者の姿がありました。
ウォルト・ディズニー氏は夢を叶える秘訣は４つの「C」に集約されると言っています。
「Curiosity-好奇心」
「Confidence-自信」
「Courage-勇気」そして「Constancy-継続・
一度決心したことを続ける一貫性」です。私は、研究に邁進されている佐々木氏の姿に勝手
にこの４つの「Ｃ」を重ねて、記事を読みながら、自分の目標に対する姿勢を振り返り、自
分自身を鼓舞したところです。
いよいよ年も押し迫り、平成２７年もあとわずかになりました。年末は１年の反省と新し
い年への期待が入り交じる時期です。この１年どのように努力してきたかを振り返るととも
に、来たる平成２８年に思いを馳せ、年始には新しい年の抱負と１年の計画を考えられるよ
う準備をしておきましょう。
地域の皆さま、保護者の皆さま、今年も大変お世話になりました。平成２７年が無事に終
わり、平成２８年が皆さまにとって、よい年でありますよう心からお祈り申し上げます。

人権教育
講演会

１２月９日（水）に、大津かほるさんをお迎えして、
「盲導犬
とその利用者の思いを理解する」というテーマで人権教育講演会
を行いました。大津さんは、若い頃に病気で視力を失い、その後
盲学校で勉学に励み、現在は長崎県でも数少ない盲導犬のユーザ
ーとして生活をされています。今回の講演では、まず視覚障害者
の方に配慮したさまざまなユニバーサルデザインの商品につい
て教えていただきました。また、盲導犬については、介助をして
いるときは仕事中なので、撫でたりえさを与えたりしないでほし
いというお話があり、確かにそうだなと納得させられました。ヴ
ィーノという盲導犬を連れておられ、公演中は大津さんの足下で
じっとしており、いざ介助をするときには颯爽と動き出し、その
賢さには驚かされました。そして、一番強調されたことは、障害
を持つ人に出会ったときは「ぜひ声をかけてください。
」という
ことです。声をかけることで、私たちは必要な援助を知ることが
でき、お互いを理解しあうことにつながります。すべての人の人
権を大切にし、皆にとって住みやすい社会を作るよう努力してい
くことの大切さを改めて痛感した講演会でした。

（インターンシップ発表会の様子）
１年インターンシップ

第１学年・総合推進部
12 月１日（火）～４日（金）までの４日間、佐々町および佐世保市内の 54 事業所に
おいて、インターンシップを実施いたしました。学校とは異なる環境で、授業と違った
貴重な体験をさせることができました。生徒達は、あいさつの重要性や「働くとはどう
いうことか」などを再確認することができました。
12 月 15 日（火）に本校大講義
室において行った学年発表会で
は、
「今まで当たり前だと思ってい
たことでも、そのために誰かが働
いてくれているということが分か
った」、「将来の進路について、さ
らに深く考えていきたい」という
感想を述べた生徒がいました。こ
うしたことを考えてくれる生徒が
いたことからも、インターンシッ
プには十分な意義があると感じま
した。
お忙しい時期にも関わらず、受
け入れていただきました事業所の
皆様、本当にありがとうございま
インターンシップ発表会の様子
した。

２年修学旅行
第２学年
12 月１日（火）～４日（金）の４日間、東京・千葉方面に修学旅行へ行ってきました。
今年の修学旅行では「守る！（命を守る。時間を守る。ルールやマナーを守る。）」を合
い言葉に４日間の修学旅行に臨みました。
初日の上野公園・浅草寺散策では下町の風情を味わい、その後のライオンキング鑑賞
では迫力のあるステージに大きな感動を得ることができました。２日目はスカイツリー
がある押上駅から、それぞれの自主研修先へ移動し、グループ別に研修を受けました。
慣れない地下鉄や電車での移動に戸惑うことも多かったようですが、みんな充実した研
修を受けることができたようです。また、ディズニーランドでは心配された天気も徐々
に回復し、大いに楽しむことができました。最
終日のお台場散策を終え、生徒 194 名、引率
教職員９名、総勢 203 名の修学旅行団は無事
に帰ってくることができました。
この４日間の経験は、高校生活最大の思い出
として生徒達の心の中にいつまでも残っていく
と思います。修学旅行にあたり、物心両面に渡
り応援してくださいました保護者の皆様ならび
に関係者の皆様に感謝いたします。

生徒課題研究研修会・第３学年課題研究学年発表会
総合学科に在籍する生徒の課題研究等に対する取り組みのレベルアップを目的とし、他校
の発表会に参加して自校の取り組みに活かす、総合学科第５回生徒課題研究研修会が、12
月 10 日(木)に本校で開催されました。県内の総合学科各校から、生徒 108 名、教師 15 名
が参加し、五島海陽高校は、ウェブカメラを用いた遠隔会議により参加しました。
まず、午前中に３年生の「課題研究」学年発表会を見学し、午後からは、11 領域に分か
れて、領域別意見交換会を行い、発表者による取り組み状況の報告のあと、本校３年生と他
校の１･2 年生が意見交換を行いました。
審査の結果、次の４名が、2 月 10 日に本校で開催される総合学科発表会で、学年代表と
して発表することになりました。
３組 中村尚史「消費税が８％に引き上げられた時企業が行った努力とは」 【政治・経済】
２組 川次貴大「盗塁の成功率を上げる方法」
【環境・スポーツ】
２組 内野美里「幼児が楽しめて興味をもてる絵本の特徴とは」
【生活・社会】
４組 近藤隆介「
」 【情報・ﾒﾃﾞｨｱ】
想像以上に一人ひとりのクオリティ
が高く、昨年よりもすばらしい発
表だった。後輩のための研究、世
論に対する研究だったり、身近な
ことに対して熱心に、またわかり
やすくまとめていたので、興味を
もって聞くことができた。（生徒）

生徒の運営でしっかりとやれ
ていた。発表者、進行役だけ
ではなく、聞く生徒について
もよかったと思う。（他校職員）
生徒を支える体制が整っている
からこそ、主体的に学べると感
心させられました。（他校職員）

避難訓練
12 月 11 日（金）佐世保市西消防署佐々
出張所より、５名の署員の方においでいただ
き、防災避難訓練を実施しました。
当日は、あいにくの雨模様でしたので、体
育館への避難練習となりましたが、生徒達の
落ち着きのある整然とした避難の様子に消防
署員の方からもお褒めの言葉をいただくこと
ができました。避難完了後は、講評をいただ
いた後「電気火災」についてのビデオを上映
し、日常的に利用している電化製品による火
災の現状を学びました。
火事はいつ起こるかわからないものです。
また、尊い命や財産を一瞬で奪ってしまいま
す。今回の避難訓練で学んだことをこれから
の生活に活かしてほしいと願っています。

生徒意見交換会の様子

♪清峰音楽祭♪
ＰＴＡコーラス隊結成！
12 月 21 日（月）本校会議室において、
２月 27 日（土）に佐々町文化会館で行わ
れる清峰音楽祭に参加するＰＴＡコーラ
ス隊が結成され、その説明会が行われまし
た。１月から練習を始めますので、参加ご
希望の方がいらっしゃいましたら、学校ま
でご連絡ください。できるだけ、たくさん
の方に参加していただけたらと思います。

球技大会（12 月 22 日開催）
男子ソフトボール
優 勝 ３年２組
準優勝 ３年４組
３ 位 ２年５組

３学年揃っての球技大会は今年度最後でした。
男子バレーボール
女子バレーボール
女子サッカー
優 勝 ３年３組 優 勝 ２年３組Ａ 優 勝 ３年３組Ｂ
準優勝 ２年４組 準優勝 １年４組Ａ 準優勝 ２年１組Ａ
３ 位 ３年５組 ３ 位 ３年１組Ａ ３ 位 １年４組Ａ

各種表彰
剣

道 佐世保地区高等学校剣道新人体育大会 女子団体 第３位
女子個人 第３位 古味 祐里
佐世保地区高等学校学年別剣道競技大会 ２年男子 第２位
１年女子 第３位
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 佐世保地区高等学校男女バレーボール新人戦大会 女子 第３位
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 佐世保地区高等学校新人体育大会 女子 優勝
新人体育大会（県大会）
女子 第３位
卓
球 新人体育大会卓球競技佐世保地区予選 女子団体 第２位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 第１位 古川奈々美 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 第２位 古川奈々美・谷川 由凪
第 16 回北松卓球協会会長杯争奪卓球大会 一般女子 準優勝
第 40 回佐世保総合卓球選手権大会 ｼﾞｭﾆｱ女子 準優勝
吹 奏 楽
第４２回長崎県アンサンブルコンテスト 木管六重奏 銅賞
詩
吟 第 40 回全国高等学校総合文化祭 詩吟剣詩舞部門出場 認定証 川口 寛久
ひろげよう情報セキュリティコンクール 長崎県情報産業協会会長賞 松尾 笑香
税に関する高校生の作文 福岡国税局長賞 藁科 深月
美
術 長崎県高等学校総合文化祭 美術部門 ﾃﾞｻﾞｲﾝ部門優秀賞 村田明日香・大谷春菜

１月の行事予定
2 日（土）3 年学習会 ～７日
4 日（月）３年対外模試 ～5 日
8 日（金）後期授業再開・課題テスト
12 日（火）第Ⅲ期補習開始
13 日（水）PTA 役員会・行事委員会
14 日（木）校内ロードレース事前健康診断
15 日（金）いきいき地域交流事業・漢字検定
16 日（土）大学入試センター試験～17 日
県新人戦（ﾊﾞｽｹ）･吹奏楽祭
18 日（月）３年考査時間割発表
21 日（木）福祉生徒体験発表会
22 日（金）英語検定
23 日（土）１,２年対外実力～24 日
２年公務員模試
24 日（日）小論文模試・全商簿記検定・卓球
25 日（月）３年第４回考査 ～28 日
26 日（火）１年産社学年発表会
29 日（金）校内ロードレース大会
31 日（日）全商情報処理検定

書 道長崎県高等学校総合文化祭書道展
特選 金子 愛美
松田 彩李
石田 康平
河野 麗里
岩永 剛
坂本 ちほ
古川奈津美 杉本ひかる
濱田 奈々
久住呂理彩
山川 華澄
河野沙耶果
校内読書感想文 最優秀賞 田村 七彩
校内読書に関する標語ｺﾝｸｰﾙ
最優秀賞 川原 和希

１月８日（金）の日程
１校時 全校集会
２校時 学年集会
【１・２年】
【３年】
３校時 課題テスト（国） ④の授業
昼休み
４校時 課題テスト（英） ⑤の授業
５校時 課題テスト（数） ⑥の授業
14:40～ 掃除
よいお年を
14:55～ SHR
お迎えください

