
［全日制課程］

平成28（2016）年11月

VOL.135

シンガポールポリテクニック校　来校
　9月30日に、シンガポールポリテクニック校の生徒さんが
「柔道」「剣道」「弓道」の武道体験を行うため本校に来られま
した。武道の基本は「礼に始まり、礼に終わる」です。また、武道
体験を通して生徒が進んで英語を話している頼もしい姿も見
られました。楽しく文化交流できていました。

9月30日（金）

校内献血

　対象は2年生・3年生です。初めての献血にみんな
ドキドキしています…血圧測定・血液検査を終えると
バスの内でいざ献血です。笑顔から緊張が伝わって
きます…手前の生徒は献血をしながら温かいお茶
を飲んでいます。これは体を温かくして血管が収縮
するのを抑えるためです。献血を終えた生徒たち
は、「今回でどんな感じか分かった！次回も献血す
る！」と言っていました。

10月3日（月）清掃ボランティア
　清掃ボランティアは環境美化の一環として毎年1年
生が行っています。学校南側公園周り～修大付属鈴峯
前電停付近のグループと堤防～五日市駅往復グルー
プの2グループに分かれて清掃をしました。小さなゴ
ミでも見逃さず、一つひとつ丁寧にゴミを拾ってくれまし
た。清掃ボランティアを終えたあとは全員で集まり、清掃ボランティ
アを通して気づいたことや感じたことについて話し合い、プリントに

まとめます。「清掃ボラ
ンティアを通して、通学
路にたくさんゴミが落
ちていることを知っ
た！」「普段でも自分から
率先してゴミを拾って
いこうと思う。」など、た
くさん出た気づきや感
想を書いています。

新校舎建築は順調に進んでいます。
　9月7日には建物を支える杭うち作業が終了しました。作業に使っ
た重機は巨大なもので、現場で分解され、撤去移動していきました。
しだいに基礎の形が見えてきました。

学校祭
11月3日（祝・木） 文化の日
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ニュージーランド語学
研修

［7月26日（火）～8月
13日（土）］
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校内探訪

平成28年度全国高等学校総合体育大会 2016 情熱疾走 中国総体

2016年 第21回 全国ジュニアゲートボール大会

Inter-High School Championships

【ボート部】 【バレーボール部】
●全国高等学校総合体育大会ボート競技大会結果報告

●第21回全国ジュニアゲートボール大会報告

Boat Volleyball 

Junior Ｇateball

　予選は優勝校の小見川高校（千葉）、４位入賞の美濃加
茂高校（岐阜）、そして６位入賞の宮古高校（岩手）と同じ組
になり、厳しい戦いとなったため落選しました。敗者復活戦
２組１位で準々決勝に進み、組み合わせ的には充分準決勝
に進出するチャンスはありましたが、技術的なミスがあり準
決勝進出はなりませんでした。３年生にとってはこれからの
人生に、２年生にとっては来年に向けて、それぞれ良い経
験になったと思います。
　応援してくださった皆様には感謝しております。現在、工
大高校ボート部は、先輩たちの積み上げてきたものを大切
にし、再び全国大会への切符を勝ち取るべく、新チームで
始動しています。

　左記の結果となり、一勝もあげることができないまま全国の
舞台から去ることとなりました。このメンバーは高校で初めて
の全国大会を経験し、結果としては誰一人として満足する形
で大会を終えることが出来ませんでした。
　この悔しさをバネにもう一度全国大会出場を目指して、そし
て全国大会で勝てるチームを目指して今後の日々を過ごして
いきたいと思います。

　私の名前は、「○○○人」です。ロダンが制作したブロンズ像で有名で
す。思考している人物を描写していますが、実は、「考えているのではなく
下を見ている」と言われています。「○○○」の答えは「考える」です。　
　学校にある銅像の代表は薪を背負った「二宮金次郎」ですが、ほとんど
の小学校の校庭にありますので知っている人は多いと思います。
　この像は、本校の国道2号線側の校門付近に設置されています。登下校
で気づいている生徒は少ないと思いますが、ちょうど同窓会室の前にあり

ます。大きさは高さ
が約70ｃｍで台座
に載っています。樹
木の間で静かに考
えているように見
えます。
　今回の校内探訪
は苦労しました。数
名のOBの方に聞
きましたが、いつ設
置されたかなどの

エピソードは聴けませんでした。観察すると台
座には「求真」のプレートが埋め込んでありま
した。これは校歌の一部のようです。この程度
しか解明できません。このオブジェは、タイムカ
プセル？美術の授業デッサン用？などと想像は
膨らみますが詳細はわかりません。
　この「考える人」は、右手のひじを左足にの
せた窮屈な姿勢です。辛そうな姿勢ですが、ス
トレッチで盛り上がった筋肉からは力強さを感
じます。
　今、生徒に必要とされる力、それは「考える力」です。まさに今流行のア
クティブラーニングの真髄です。この銅像は学校（教育界）のシンボル的
存在です・・・。

【追伸】起源が分りました。昭和42年に就任された第4代加藤校長先生が、
「生徒によく学んでほしい」との想いから、旧校門（現在の正門から東に
200ｍぐらいのところ）に設置されたオブジェでした。本校の工作物として
は一番古いと思われます。

　この大会には、白樺学園（北海道）や青森山田高校（青森）、開成高校（東
京）ほか強豪校が出場しています。予選リーグを勝ち上がり、決勝トーナメント
に進みましたが、残念ながら決勝進出はなりませんでした。しかし、見事全国３
位に輝きました。
　この競技は「作戦」が大切です。また、相手の特徴を見抜くこと、場合によっ
ては相手のミスを待つことも勝ち上がるには必要なことです。彼らは大会に
使用する用具（ボールなど）の特徴にも注目して作戦を練ったとのことでした。
　ゲートボールは国体の公開競技になるなど、ますます盛んになってきて
います。

「君の名は…？」

日 程 ２０１６年７月２8日（木）～８月１日（月）

場 所 島根県雲南市　さくらおろち湖ボートコース（1,000m）

［男子ダブルスカル］　 選手（3年1組 井上紘希／2年4組 佐伯真博／3年5組 飯田達也）

■予選（２９日）第４位　　 ３分２６秒０５　⇒落選（敗者復活戦へ）
■敗者復活戦（３０日）　　第１位　３分２６秒９６　⇒第１位（準々決勝へ）
■準々決勝（３１日）　　　第５位　３分３７秒８４　⇒落選

●全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会結果報告

日 程 ２０１６年７月30日（土）

場 所 山口県山口市　やまぐちリフレッシュパーク

日 程 ２０１６年７月30日（土）～7月3１日（日）

場 所 埼玉県熊谷市　熊谷スポーツ文化公園

［選手］ 3年5組 吉田 匠吾／3年3組 丹山 孝誠／
3年4組 北木 翔平（スポーツ団体「広島楓」に所属）

■予選グループ戦1回戦　本校 0　（18-25 20-25）　2 正智深谷高校（埼玉）
■敗者復活戦　　　　　  本校 0　（23-25 20-25）　2 郡山北工業高校（福島）

リギング（艇の調整）

レースへ向け
ての出艇

大会会場にて（初日に撮影）

正門

1 2



平成28年度
　  ニュージーランド語学研修

生徒引率　通信制課程　中嶋　優友

7月26日（火）～8月13日(土)

　僕はこのニュージーランド語学研修で貴重な体験をしました。最初はホスト
ファミリーとの会話ができず不安になりましたが、語学学校で勉強したり現地の
人に言いたいことを理解してもらえるようになり、気がつくといつの間にか英語
力がついていました。今回の研修で英語に自信がついたのでもっと英語を勉強
して海外に行きたいです。

2年4組 中村  優斗  ［川下中学校出身］

1年1組

　僕は今回のニュージーランド語学研修で沢山の
事を学びました。日本で教えられて知っていること
でも実際に体感してみると驚くことばかりでした。そ
の例が動物の多さです。皆さんも知っての通り
ニュージーランドは沢山の羊で有名ですが聞くのと
見るのでは全然違います。街から少し離れたら、羊
や牛、馬、アルパカがうじゃうじゃいるのです。動物
好きの僕にとっては楽園でした。他にも食生活、文
化、気候、ルールなど色々と日本とは違う事にとまど
いましたが、慣れることができました。もっと色んな
国の事が知りたいので、さらに英語を勉強して、ほ
かの国にも行ってみたいです。

大下  雄生  ［庚午中学校出身］

1年3組

　僕のホームステイ先はおじいちゃんとおばあ
ちゃんの家でした。最初は何を話せばいいかわ
からないし、日本とは環境などが違ったので緊張
しましたが、おじいちゃんが話しかけてくれたり、
家のまわりを一緒に歩いてくれたので、すぐに慣
れました。学校に行く時のバスはよいのですが、
帰りはアナウンスがないのでどこで降りればい
いかわからないし、外の雰囲気がどこも似ている
ので最初は迷子になりました。しかし無事に帰宅
できたのでよかったです。学校では、先生が優し
く話しかけてくれたり、他の国の生徒も話しかけ
てくれたので楽しくすごせました。ニュージーラ
ンドは日本とは全く違う景色だったので散歩して
いるだけで、楽しかったです。ニュージーランドに
また行きたいです。

竹本  銀二  ［落合中学校出身］

1年5組 小野  泰知  ［大塚中学校出身］

　ニュージーランドでの語学研修について、印象
に残ったことがたくさんありました。まず、びっく
りしたのが津波（Tsunami）が世界共通語となっ
ていることです。ニュージーランドは日本と同じ
島国で、日本と似ています。そのため、海岸や
ビーチには、津波を注意する看板がありました。
　しかし、やはり日本と異なることの方が多かっ
たです。ニュージーランドの人たちは、9時には
寝ます。そのため残業などはなく、バスの運行も
6時には終わります。また、知らない人でも目が
あったら笑います。日本では目があったらそらす
など、少し日本の人が冷たいような気がしました。
　それに英語で話せないので、それが一番困り
ました。だから、ジェスチャーなど使ってその場を
しのぐのにやっとでした。このように行ってみな
いと分からないものがたくさんありましたが、逆
に好奇心がわいて、とても楽しい3週間になりま
した。

　７月も後半、夏真っ盛りの日本から、真冬のニュージー
ランドへ向けて生徒たちが旅立ちました。今年の語学研
修は例年よりも参加人数が多く、全日制と通信制の生徒
合わせて14人で出発。合計19日間の研修でどの様な出
会いや学びが待っているか、期待と不安が入り混じった表
情での出発となりました。
　この語学研修はニュージーランド北島のタウランガで
実施しています。タウランガは海や山の景色が美しく、
ニュージーランドでも人気の観光地です。また、観光客が
多いためか、街の人々は非常に寛容で言葉が通じなくて
も温かく接してくれます。
　人にも街にも自然にも恵まれた環境の中での語学研修
ですが、午前中はBay of Plenty English Language 
Schoolという語学学校で英語を学びました。もちろん、授
業は英語のみです。世界各国から英語を学びに来ている
生徒と共に、自分のこと、住んでいる国のこと、最近の
ニュースなど、生徒同士の会話を中心に授業が進んでい
きました。英語について学ぶことはもちろん、国による文
化や価値観の違いにも触れることができた時間でした。

　午後からは現地スタッフが様々なアクティビティを用意
してくれていました。研修当初は、「まずは街や英語に慣れ
ることから」ということでタウランガの街を舞台にしたオリ
エンテーリングを行いました。別日には、タウランガから車
で1時間の観光地、ロトルアでマオリ族の文化や伝統に触
れたり、現地の高校生とボーリングをしながら交流を図っ

たり、英語・人・文化・自然と触れ合う様々な体験を行いま
した。また、研修中にはフリータイムも設けてあり、生徒は
好きな所へ出かけたり買い物をしたり、食事をしたりと
様々な社会体験もすることができました。
　この研修中、生徒はホームステイを行いました。ニュー
ジーランドに到着してすぐに合流し、出発するまでずっと
ホストファミリーの家で過ごしています。普段の生活もそ
うですが、休みの日には一緒にスポーツ観戦へ行ったり、

帰りが遅くなるときは迎えに来てくれたり、本当の家族の
ように温かく接してくださいました。初めは英語もなかな
か伝わらず、また家の作りや食事も日本とは異なり戸惑う
ことが多かったようです。しかし、ホストファミリーはその
ような生徒の困惑や不安も受け入れ、お互いが理解し合
えるように優しく向き合ってくださいました。
　日本を離れ慣れない場所での19日間の研修。研修最後
に行ったアンケートでは多くの生徒が「有意義だった」と
感じており、また「話す聞くといった英語力」や「他者を理
解する力」、「自分のことを表現する力」が身に付いたと感
じているようです。非常に充実した時間を過ごせたのでは
ないでしょうか。もちろん、この学びを得ることができたの
はニュージーランドの街や自然、そして語学学校の先生方
やホストファミリーの方々のおかげです。本当にありがと
うございました。

North I.

South I.

NEW ZEALAND

タウランガ

ロトアル

オークランド

ウェリントン

バスで移動します
休日の乗馬体験

ショッピングモール探検

ホストファミリーと初対面

マウントマンガヌイからの眺望

マオリ族の伝統の歌と踊り「ハカ」

学習の様子

学習の様子

修了証を持って記念撮影

制服で修了式に臨む

羊のいる風景

散歩コース

『sushi』の文字が見えます。
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こちらは本校名物「工大NO.1」！！！
20㎏の重りを持ち上げます。
今年は体育委員長3年9組寺内君が
優勝を果たしました。

こちらは「3学
年クラス対抗

リレー」の

様子です3年
生のリレー、迫

力があります
ね！

「鉄人レース」「工大NO.1」は
3位まで表彰されます。

　曇りだった空は昼前には快晴となり、「体育祭日和」になりました。今年
が男子校として最後の体育祭です。一日遅れましたが晴天のもと開催す
ることができました。平日に行ったにもかかわらず、沢山の方にお越しい
ただきました。
　学年優勝は、1年7組、2年5組、3年2組でした。どの生徒も一生懸命競
技に参加できたことは素晴らしかったと思います。一人ひとりのエネルギー
が集まり協力し合い、来校されたお客様も含めた全体が幸せのエネルギー
に包まれた体育祭でした。

9月23日（金）

平成28年度の体育祭は、雨天順延により
9月23日（金）に実施されました。

ダッシュ一番
障害物競争
お猿の籠や
1学年クラス対抗リレー
綱引き
むかでリレー
鉄人レース
みんなでジャンプ
2学年クラス対抗リレー
3学年クラス対抗リレー

…………………1年
…………………2年
……………………3年

……1年
…………………………2年

…………………3年
………………全学年

……………1年
……2年
……3年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

　今回の体育祭は、僕にとって高校生活最後の体育祭でした。
僕は、3年間工大No.1に出場しました。1・2年の時は、準優勝
で、とても悔しい思いをしてきました。だから、今年こそは絶対
に優勝してやるという気持ちで望みました。その結果、優勝す
ることができたのでとても嬉しかったです。そして、自分の中
で一番嬉しかったのは、柔道部に勝てたことです。僕は、1年の
時も2年の時も柔道部に負けて、優勝することができなかった
ので、最後の体育祭で柔道部に勝つことができて良かったで
す。来年は出場することができないので、柔道部の中島君に頑
張ってもらいたいです。

3年9組  寺内  聡（城南中学校出身）
優勝優勝

　僕は最初、2年5組が優勝するとは思っていませんでした。しかし、競技を
やっていくうちにクラスのみんなが団結し一生懸命競技に取りくむ姿が見え
ました。クラス対抗リレーでは、最初から最後まで他のクラスを圧倒して走る
姿はとてもかっこよかったです。ゴールした後のよろこびは忘れないくらいす
ごかったです。
　僕が出た工大No.1は、一年生の時は悔しい思いをしましたが、今回で昨
年の雪辱を果たし3位に入り学年優勝に貢献できました。今年で男子校の
体育祭は終わってしまいましたが、とても思い出に残るような体育祭でとて
もよかったです。来年からは女子が入っての体育祭になりますが、それも楽
しみです！！

2年5組  山田　涼太郎（牛田中学校出身）

2学年優勝優勝 1学年優勝優勝工大高NO.1！！

　広工大高での2回目の体育祭で、2年連続鉄人レースに出ました。
去年は予選落ちで、去年の優勝者が陸上部の主将の先輩だったとい
うこともあり、僕も主将として「今年は負けられない」という思いで走
りました。
　そんな自分の思いや、クラスの仲間達や、陸上部の仲間達の応援
があったからこそ、僕は優勝することが出来たのだと思います。
　来年度の体育祭は女子がいる新しい広工大高の体育祭となるの
で、「男子校だけの最後の体育祭」の優勝者として、次は「女子のいる
新しい広工大高の体育祭」の最初の優勝者を目指して来年度の鉄人
レースに挑みたいと思います。　　

2年2組　高津　海人（祇園東中学校出身）

優勝優勝 鉄人レース！！

　広工大高の男子校としての最後の体育祭は最高のものにな
りました。予行演習では背中渡りや大縄跳びでは最下位になり
ましたが、本番では背中渡りでは一位になる事が出来ました。
　1年7組が一番団結したのはクラス対抗リレーだと思います。
優勝候補だった1年2組に勝つためにリレーのバトンパスでミス
しないようにしようと考え、バトンパスを練習して本番に臨むと、
なんと予選を1位で通過でき全学年での対抗リレーでは4位に
なる事が出来ました。
　体育祭で学年総合1位になることができてよかったです。

1年7組　日浦　泰基（古田中学校出身）

3学年優勝優勝

　僕たちは高校最後の体育祭で優勝することができました。午前
中の競技でお猿の籠やとムカデ競争がありましたが、その競技で
の順位はどちらも半分より下になってしまいクラス全体で優勝は
厳しいなという空気がありました。しかし鉄人レースと工大No.1
において柏原君と原田君がどちらも入賞という素晴らしい結果を
残してくれました。それに続くようにクラス対抗リレーでも学年二
位でいい雰囲気で午前の部を終えました。
　昼にはクラス全員で円陣を組みました。そして午後からはクラ
ス全員で団結することができ、騎馬戦では全員が活躍して1位に
なることができました。そして結果発表で優勝を聞いた時にはま
さか優勝できると思っていなかったのですごく嬉しかったです。
時間が経つとまさかじゃないんだと実感が湧いてきました。クラ
ス全員で取った優勝の味は格別でした。

3年2組　金岡　大暉（三和中学校出身）

工大高校No,1
クラブ対抗リレー
PTAリレー
背中渡り競技
20人21脚タイムレース
徒競走
棒奪い
棒上旗奪い
騎馬戦
クラス対抗リレー（決勝）

……………全学年
…………クラブ

………保護者・教職員
…………………1年

…2年
………………………3年
………………………1年
…………………2年

………………………3年
…全学年

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

●プログラム

こちらは「障害物競走」です。網くぐりに苦戦！！
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ベトナムコースVIETNAM クチトンネル観光や水上人形劇の鑑賞とホーチミン市内観光で市場にも行きます。
交流プログラムでは、マリーキュリー高校訪問後、各家庭へホームビジットします。

Hanoi

Hong Kong

Viangchan

Ho Chi Minh City

Phnum Pénh

Bangkok

Rangoon

Mandalay

CHINA

SINGAPORE

LAOS

CAMBODIA

THAILAND

MYANMAR
(BURMA)

沖縄コースOKINAWA

修 学 旅 行
10月11日（火） ～14日（金）

2年1組 中田 樹宏 [美鈴が丘中学校出身]
　私たちは、この修学旅行でたくさんのことを学びました。
日本といろいろなことが異なりました。食べ物、交通、お金の
感覚などさまざまあり、キリがありません。修学旅行前のイ
メージでは、治安が悪く、きたなく、不親切だと思ってました。
しかし、行ってみると治安も自分が気をつけておけばいいこ
となので大丈夫です。親切な人が多く、イメージとかなり異
なりました。そして僕がなりよりも感じたことは、ベトナムと
いうところは、元気があり、やる気を持っているのだと感じま
した。ベトナムは、発展途上国で豊かであるとは、決して言え
ません。しかしそのようなベトナムでも日本よりも、勉強、ス
ポーツなどの意欲や関心は、日本人よりも強く向上心があり
ます。この強い向上心とやる気を持って進んでいくと、日本
もすばらしい国になっていくと感じました。この修学旅行で
は異文化にふれあうことで自分が考えていた小さな悩みな
ど小さいことだと、感じました。本当にこのベトナムコースを
選んでよかったと思いました。この体験を自分の人生に生か
していきたいと思います。

2年2組 山岳 亮介 [井口中学校出身]
　僕がこの関東コースを希望した理由は、さまざま
な事業が盛んで、日本の中枢都市を観光し、実際に
触れてみるという貴重な体験ができると考えたから
です。
　このコースではテーブルマナーなどのエチケット
や個人では中々体験することが難しいアクティビ
ティでとても楽しかったです。
　その中でも一番は東京四季劇場で見たライオン
キングです。冒頭から終盤まで音楽、演者、ステージ
のセットが一体となった迫力のある劇はとてもすば
らしく個人的には一番充実した時間でした。
　このような体験やマナーなどを多く学べるのが関
東コースの魅力だと思います。自分自身この関東
コースにして良かったです。

2年5組 渡辺 裕也 [大野東中学校出身]
　飛行機は初めてで、空から見る地上の景色は、すごくてびっくりしました。広島は、寒かっ
たのに、沖縄についたら、快晴で、とても暑かったです。１日目は、平和の礎と、ひめゆり資料
館に行きました。そこで命の大切さを学びました。今、生きれていて良かったと思った。２日目
は、宮古島に行きとても綺麗な海を見に行ったり雪塩製塩所で塩の作り方を聞いたり、雪塩
に水を入れながら手で円を描くように混ぜると、化学反応で熱くなったりすることを教わり
ました。夕食後に、エイサーショーというのがあり、沖縄伝統工芸を見させていただきまし
た。エイサーの太鼓の音は、すごく胸に響きました。３日目は、すごく楽しみにしていた、マリ
ンアクティビティーでした。ダイビングでは、酸素ボンベをつけ、海に潜りました。海の中で
は、サンゴ礁や、魚などがあり、とても感激しました。シースカイは、船の中に乗り、海の中か
ら、いろんなサンゴ礁や、色々な魚を見たり、その魚が餌を食べるシーンなどを見ました。そ
して、その後、たまにしか見れない海ガメを見ることができラッキーでした。シュノーケリング
では、海の中で魚を間近で見ることができカクレクマノミやイソギンチャク・黄色いサイゴな
ど今まで見たことのない生き物を見れました。そして、最後の修学旅行の夕食は、バーベ
キューでした。肉も美味しいし、エビ、ホタテなども美味しく、とてもいい思い出になりました。
３泊4日と、あっというまに終わったのですが、とてもいい経験ができました。

2年6組 定永 多聞 [大塚中学校出身]
　沖縄の修学旅行1日目は平和学習でした。そこではガイドさんと現地の方にいろいろと昔、沖
縄であったことを説明していただきました。広島で平和学習をしているからある程度分かって
いると思っていたけど沖縄は大変な地上戦があったことが知れたので良い経験になりました。
　2日目は車窓見学でした。いろいろ見て学びました。南国の景色はきれいだったし写真を
たくさんとれてよかったです。
　3日目はマリンアクティビティでした。これは遊ぶだけのつもりだったけど実際に沖縄のキ
レーな海に入って時間を忘れるぐらい楽しくすごせました。

2年4組 寺尾 圭一朗 [祗園中学校出身]
　沖縄コースは、沖縄本島だけではなく、宮古島へも行きました。海の色は、広島とは当然の
ことながら違い、宮古島に渡るとコバルトブルー、エメラルドグリーンという言葉がぴったり
な、今まで見たことのない素晴らしい色でした。
　宮古島ではマリンスポーツも行いましたが、私は目をケガしていたので、途中からは船で
の釣りをさせてもらいました。一緒に乗った田中先生は船酔いで大変そうでしたが、それを
横目に私はたくさん魚を釣りました。多くは沖縄の県魚でもあるグルクンという魚でしたが、
他にも名前がわからない魚も釣れました。釣った魚は自分で捌き、夜のバーベキューで同じ
テーブルの人達と食べました。（美味！）
　しかし、沖縄への修学旅行で忘れてはいけないのが沖縄戦のことです。ひめゆりの塔で
の資料館では、同じ世代の人が戦争で悲惨な思いをし、多くの人が亡くなったことに衝撃を
受けました。私達若者が平和な社会を率先して築いていかねばならないと思いました。

北海道コース
HOKKAIDO 然別湖で自然体験（エアートリップ・マウンテンバイク・カナディアンカヌー・フィッシング）

富良野でラフティングののち、旭山動物園にいきます。

沖縄では平和学習、翌日から宮古島でマリンアクティビティー（体験ダイビング・
シーカヤック・シュノーケリング・シースカイ）をローテーションで実施します。 関東コースKANTO 箱根観光で歴史を学び、三浦半島では「マリン体験とまぐろづくし」

都内では、首都圏外郭放水路・スカイツリー・劇団四季ライオンキング）を見学します。

2年8組 小山 尭 [井口中学校出身]
　僕は今回の修学旅行で北海道コースへ行きました。僕は初めて飛行機に乗りましたが、離陸の
瞬間が一番恐かったです。到着後、バスに乗り、ノーザンホースパークに行きました。ノーザンホー
スパークでは、乗馬体験や色々、楽しむアトラクションなどがありました。2日目は、然別湖ネイ
チャーセンターへ行き、エアトリップ、フィッシング、マウンテンバイク、カヌー、乳搾り体験などの北
海道でしか味わえない経験をしました。3日目は、ラフティングという川下りをした後に、旭山動物園
に行きました。旭山動物園には、たくさんの種類の動物がいました、ライオンやキリンやオオカミな
どの陸に住んでいる動物から、アザラシやペンギンなどの水中に住んでいる動物もいました。最終
日には、大倉山リフトというスキージャンプ台という所に行ったり、羊ヶ丘展望台でクラーク博士の
有名な銅像を見学した後に小樽運河食堂というバイキングを食べました、カニや肉、すしまで全て
おいしかったです。１日目、２日目の宿泊先は十勝川温泉という所で、旅館の心配りが良かったで
す。３日目のホテルはプレミアムホテル-tsubaki-札幌というホテルで、夕食に、テーブルマナー講
座というマナー（ルール）を学びながら夕食を食べました。とてもおいしかったです。
　僕は、この修学旅行で、時間を守ることと、協調性を学びました。修学旅行では一人でも時間を守らな
い人がいたら行動が次に進まないし、皆で協力したから、修学旅行が楽しく、安全に行えたと思います。

2年3組 勝治 拓海 [五日市南中学校出身]
　北海道のイメージとして僕が持っていたものは土地の大きさや気候、いくつかの名産品位でし
た。しかし、この修学旅行を経験した今では持っているイメージは全く違っています。北海道の常識
や方言、北海道でしか体験することのできないアクティビティや食文化、人の温かさなど今回の修
学旅行ではこれら全てを実際に体感することが出来ました。
　その中で特に印象に残っていることは人によって異っていると思いますが、僕の場合は生物と触
れあう機会がとても多く、またその時間がとても楽しかったです。例えば乗馬をしたり、綺麗な川で
フィッシングをし、その後釣った魚をその場で焼いて食べたり、牛の生態を教えてもらい乳搾りをした
後、牧場でバターを作ったりと、このように生物だけでもここでは語り切れないほど多くあります。
　僕はこの修学旅行で学んだり体験したことをこれからの人生にうまく活かしていき、思い出に残
るものを形にできる喜びを知ることが出来る人間になりたいと思いました。

2年7組 日野 道成 [江波中学校出身]
　北海道ではたくさんの初体験がありました。中でも僕が心に残ったのは、２日目に行ったエアト
リップと３日目に行なったラフティングです。エアトリップとはワイヤーを滑って空中を移動する生
き物になりきります。最高時速は40km/h、一番高い場所は地上15mもあり僕は踏切台に立つと
足が震えました。勇気を出して滑ってみると、とても風が気持ち良かったです。
　次にラフティングとは、８人乗りのゴムボートに乗り込みみんなで力を合わせて漕いで急流を
下っていくアウトドアスポーツです。川の流れが激しくスリル満点でしたし紅葉した木々などの綺
麗な風景を眺めることもできました。
　修学旅行ではみんなが時間を守ることができて良かったです。
　修学旅行で僕達がお世話になった方々に感謝し協力することの大切さや、人々の温かさを忘れ
ずにこれからの学校生活をすごしていきたいです。

87


