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天草高等学校

部活紹介

今年も母校の部活を 紹介します。進学
校ゆ えの創意工夫した部 活、さらに短い
練習 時間にもかかわらず 優秀な成果を上
げて います。がんばる後 輩たちを応援し
ていきましょう。

ＥＳＳ部

ＥＳＳ部 は、一年生４名、二 年生２名
の計６名で 毎週水曜日に活動を していま
す。今年度 は英検２級に３名が 合格する
など、一人 ひとりが目標を持っ て英語力
向上に励んでいるところです。
主な活動 内容は、英語のニュ ース番組
等を見て、 ＡＬＴの先生とその 話題につ
いて話をし たり、日常生活をテ ーマに話
したり 質問を
したり して英
会話に 力を入
れてい ます。
英語力 はまだ
まだで すが、
週一回ネイティ
ブの先生とたっ
ぷり話 ができ
る貴重 な時間
です。 文化祭
では、ハロウィ
ンをテーマ にして、折り紙でか ぼちゃの
作り方を英語で説明したり、仮装コーナー
を準備した りして海外文化に興 味を持っ
てもらう展 示をしました。小さ い子ども
たちにも楽 しんでもらえた企画 でした。
またＡＬＴの先生への質問コーナーを作っ
たりもしました。
昨年７月 には、初めてディベ ート講習
会に参加し ました。県内の高校 生が集ま
り、「日本 は、移民政策を大幅 に緩和す
べきである 。是か非か。」でデ ィベート
練習をしま した。英文の資料を 読み立案
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着任のごあいさつ

（個人）は見事文部科学大臣賞（日本一）
を獲得するなどの 活躍をみせまし た。定
時制は、バドミン トンや剣道競技 で全国
定時制通信制体育 大会の出場を果 たした
ほか、昼過ぎから 自主的に勉強会 を続け
た結果、 年生大 学へ 名が進学 を遂げ
ました。現在、こ の勉強会は後輩 に引き
継がれており、さ らにこの春は、 前年の
倍増となる 名 の新入生を迎え、 天草に
おける大切な学び と成長の場とし て、今
後さらなる躍進が期待されるところです。
また、昨年度本 校は、文部科学 省から
「スーパーサイエ ンスハイスクー ル（Ｓ
ＳＨ）」の指定を 受け、
「サイエンスの 宝島
『天 草 』 か ら世 界 へ 」
を合 い 言 葉 に、 「 地 域
の豊 か な 自 然環 境 の 中
で多 様 な 能 力を 身 に 付
け、 世 界 に 飛躍 す る 科
学技 術 人 材 の育 成 」 を
研究開発課題とし、種々
の取 組 を ス ター ト さ せ
ま し た。 月 に は 天 草
市民センターで研究成果発表会を開催し、
関係の方々からも 非常に高い評価 をいた
だいたところでし た。今後更にこ の取組
を進化させ、生徒 の自己実現、進 路実現
にも繋げたいと思っています。
結びに、関西図 南会の益々の発 展を祈
念申し上げ、着任 のあいさつとさ せてい
ただきます。
科学部
平成29年度九州高等学校生徒理科
研究発表大会 優秀賞（2位相当）

本県立天草高等学校長
平田 浩一
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天草高 等学校同窓会関西図 南会の皆様
におかれ ましては、御清祥に てお過ごし
の事とお 慶び申し上げます。 また、昨年
は、創立 周年の節目を迎えられました。
長きにわ たり絆を深め発展さ せてこられ
たことに深く敬意を表します。
さて、 私こと、この度の定 期異動で、
天草 高等学 校長を 拝命し
まし た。私 自身、第 回
卒で 、母校 に奉職 するこ
とが でき、 この上 ない喜
びと 身の引 き締ま る思い
です 。微力 ながら 、郷土
に誇 りを持 ち、郷 土を担
う、 天草の 人づく りに貢
献で きるよ う、雛 鵬の飛
翔を 支えて いきた いと考
え てお りま すの で、 今後
ともご支 援ご協力をよろしく お願い申し
上げます。
現在、 全日制は 学年 学級、全校生
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準優勝
弓道部女子
平成29年度熊本県総体
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徒 名 程度で、卒業生の約 分の が現
役で国公 立大学に合格してお り、地域拠
点校とし ての役割を果たして います。ま
た 、 部活 動 では 、 昨 年 は、 女 子 弓道 部
（団体） や男子ソフトボール 部、女子ソ
フトテニ ス部（個人）や男女 陸上部（個
人）、男 子水泳部（個人）、 科学部が九
州 大 会に 出 場す る と と もに 、 吹 奏楽 部
700
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に取り組 みましたが、相手の 意見や質問 活動を目指して日 々の練習に励ん でいま
を理解し たうえで、自分達の 意見を分か す。
り易く英 語で伝えなければな らず、伝え
弓道はスポーツである前に武道であり、
る力の重 要性を学びました。 他校の生徒 倫理を伴うもので す。よって私た ちは、
の英語力 に刺激を受けただけ でなく、友 的中するための技 術を身につける だけで
達を作る良い機会にもなりました。
はなく 、「 射は進 退周 還 し
( ん たいし ゅ
今年１ 月には、熊本県高等 学校スキッ うせん 必) ず礼に 中 あ
(た り
) 」 という 言
トコンテ ストに出場しました 。３人一組 葉にもあるように 、何よりも礼を 重んじ
で３分の オリジナル英語劇を し、内容・ ることが大切であ ると考えていま す。他
演技・英語が審査されます。今年度のテー 者に敬意を表し私 たちを支えてく ださる
マは”Ｂ ＯＮＤ”でした。先 生方から英 すべての方々に感 謝の心を持ち、 常に謙
文添削や 発音指導等をしてい ただきなが 虚な姿勢であるこ とを心がけてい ます。
ら、 セリフを 何
また、技術の面に おいても、単に 的に中
度も 何度も発 音
てることだけを目 的とする射では なく、
練習 し、豊か な
弓道の基本である 射法八節や五重 十文字
表情 作りや動 き
を意識した、基本 に忠実な誰が見 ても美
など 、演技の 細
しいと思うような射を目標にしています。
かい 部分も意 識
天草高校が進学 校ということも あり、
して 本番に臨 み
定期テストや模試 など、学業の方 も非常
まし た。そし て
に忙しくはありま すが、学生の本 分であ
本番 では最高 の
る勉強を疎かにす ることなく、文 武両道
演 技 を披 露 す る
を大切にしています。他の学校に比べて、
ことがで き、大きな喜びと達 成感を仲間 どうしても練習時 間の確保が難し くなっ
と共有できました。
ていますが、それ を補うべく、矢 の一本
これか らも英語を楽しみな がら、学ん 一本 を 大 切に
だことを 生かしつつ、どんど ん新しいこ し、短い時間
とにもチ ャレンジし、社会で 通用する英 で確実に技能
語力を身に着けたいと考えています。
を向上させる
ことができる
ような密度の
弓道部
高い練習内容
私たち 天草高校弓道部は、 男子５名、 を心がけてい
女子９名 の計１４名で活動し ています。 ます。
顧問の辻先生、桑野先生のご指導のもと、 私たちを引っ
礼儀正し く、周囲の模範とな るような部 張ってきてく

ださ った先輩方が卒業し 、２年生が主動
とな る中で、どうすれば いいかよく分か
らな い場面が何度かあり ましたが、その
度に 部員全員で意見を出 し合い、協力す
るこ とで乗り越えてきま した。部員同士
の絆 の強さはどこの部活 にも負けていな
いと 思います。今度の高 校総体ではその
絆を 武器に、昨年先輩方 と行くことがで
きな かった全国へ男女両 チームが行ける
よう に弓道部一同一致団 結して全力で挑
んで いきます。天草高校 弓道部の名に恥
じな い射をお見せできる ようにしますの
で、応援よろしくお願いいたします。
弓道部主将 久保 柊人

科学部

私 たち科学部は、「世 界に貢献できる
研究 を！」をテーマに、 顧問の宮﨑一先
生、 古田徳仁先生のご指 導のもと、活動
して います。部員は、三 年生三名、二年
生四 名の計七名で、地学 分野と生物分野
の研 究を進めています。 本格的に研究に
取り 組むのは部員全員初 めてであり、ど
のよ うに進めていけば良 いのか戸惑いや
不安 もありました。そん な中、先生方に
研究 のいろはを一から教 えていただきな
がら実践を重ねてきました。
八 月には神戸で行われ たＳＳＨ生徒研
究発 表会に参加しました 。日本だけでな
く世 界各地から高校生が 集う大きな大会
で、 各々の研究成果が発 表され大きな刺
激を受けました。また、私たちのポスター
発表 に大学の先生、研究 員の方々、文部
科学 省の方々から助言を いただき、研究

の改善点や 発表の仕方など多く のことを
学ぶことができました。
十月には 、生徒理科研究発表 会に参加
しました。地学分門で最優秀賞を受賞し、
全国総文祭 への出場権を手にす ることが
できました 。その他、オンライ ンで世界
各地の高校 生へ英語で発表をし たり、学
会に参加し たりするなど、普通 の高校生
活では体験 できないような貴重 な経験を
する こ とが で
きました。
こ う した 活
動を 通 して 、
見通しを持ち、
チー ム で連 携
する こ との 大
切さ を 知り ま
した 。 仲間 と
協力 し て、 地
道に コ ツコ ツ
と研究を積 み重ねていけば、必 ず結果が
見えてくる ということも実感す ることが
できました 。この一年間、大変 なことも
ありました が、充実した日々を 過ごすこ
とができ、科学部に入部して本当に良かっ
たと思っています。
こうした私たちの研究を支えてくださっ
た顧問の先 生方を始め、協力し て下さっ
たたくさん の方々への感謝を忘 れず、こ
れからも活 動していきたいと思 います。
そして、私 たちの研究がこれか らの天草
高校の科学 研究の礎になれるよ う精進し
ていきたいと思っています。
〝世界に貢献できる研究〟を目指して。
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