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○吹奏楽部
・9 月 29 日

第 7 回定期演奏会

74-4300 （職員室）

東京２０２０教育プログラム
「オリンピック・パラリンピック」教育実施校
2017 年 10 月 30 日認証

人間力を磨く教育
本校の生徒を見ていて、大変うれしいのは、いつもさわやかに挨拶してくれることです。
さらには、ドアを開けてくれたり、荷物を持ってくれるなど、気遣いも出来る生徒たちを見て、
とても心が温かくなります。挨拶、服装、言葉遣い、気遣いは人間関係を築く上でとても重要
であるといえます。
生徒の本分は勉強であります。学歴、資格、技術は大切なことですが、最も大切なのは人間
性です。嘘をつかない、約束を守る、チームワークを大切にするなどです。そういう人でない
校長 山口 祐正
と社会から排除され、結果的に自分のやりたいこともできなくなってしまいます。すなわち、
「思いやりのある人間愛」であり、そうした心が育ってくれることで、すべてのもの、すべて
の人に感謝する心につながるものと信じております。
人間は社会を作って協力し合うことで生きています。自分一人だけで生きていくことは不可能で、自分らし
く生き、夢を実現していくためにも、周りの人たちと協力し合えるようになることが不可欠です。
また、私たちの社会は人間同士の信頼関係により成り立っております。そうした社会で生きていくためには、
私たち自身が信頼される人間となることが必要であります。学校も信頼関係の元で成り立っております。
9 月に行われた外務省の特別授業においても「夢を持つ」
「挑戦する」
「努力する」ことを促し、
「自分自身に
も言い聞かせていることであるが、何よりも人間力を日々磨いてほしい」と生徒にアドバイスを頂きました。
人間力というのは人間としての総合的魅力であり、人間力の高い人は相手の心を動かす力があり、とても魅力
的な人間であるといえます。
本校の教育方針である校訓は「信」
「望」
「愛」と定めており、
「信頼される人」、
「希望をもって努力する人」、
「感謝と奉仕の愛の心の人」であり、まさに人間力ある人づくりを教育の目標と定めております。中央高校は
学力向上にとどまらず、人間力ある人づくりを目指し、オリンピック・パラリンピック教育を通じて、今後も
ホームルーム、授業、部活動、学校行事を通して貴重な体験をさせて人間力を磨き、教育の目的である有為な
人材育成を目指して参ります。
3 年生

進路状況

当日は演奏後に胆振東部地震で被災された方々や復旧作業
に当たられている方々、そして地震で活動が難しくなった吹
奏楽団体の皆様への募金活動をしました。お越しくださった
お客様方が快く募金をしてくださり、皆様の暖かい心に触れ
られ非常に嬉しく思いました。
3B 藤倉 鈴花 (白老町立白翔中 出身)

○女子バスケットボール部
・新人大会 苫小牧地区予選
リーグ戦 対苫小牧西 75-51
対総合経済 85-76
対苫小牧東 92-61
決勝トーナメント進出

中央祭・体育大会

○女子バレーボール部
・選手権大会 苫小牧地区予選:準優勝
１回戦 対苫小牧東 2−0
準決勝 対苫小牧南 2−0
決 勝 対北海道栄 0−2
・選手権大会 北海道代表決定戦:ベスト 16
１回戦 対北見藤女 2−0
２回戦 対根
室 2−0
３回戦 対札幌東商 1−2
・バレーボールまつり:準優勝
リーグ戦 対総合経済 2-0
対苫小牧西 2-0
トーナメント戦 準決勝 対苫小牧東 2-0
決 勝 対北海道栄 0-2

○男子バスケットボール部
・新人大会 苫小牧地区予選
リーグ戦 対苫小牧工業 51-53
対北海道栄 17-123
対浦河 61-65

11 月 8〜9 日（木、金）

今年も中央祭では、生徒全員が協力し合い、模擬
店・ドミノ・合唱コンクールを行い、翌日の体育
大会では綱引き・バドミントン・卓球・バレーボ
ールの４種目を競い合いました。
今回の中央祭も合唱コンクールから始まりました。
この日のために授業を通して練習を重ね、結果は A 組
B 組共に３年生が金賞をとる最高学年としての意地を
見せた結果となりました。
模擬店は、天候に恵まれずあいにくの大雨となりま
したが、それにも負けず３年生を中心に全校生徒で協
力し合い楽しむ事ができました。
３年生にとっては最後となった中央祭でしたが、全
ての日程を無事終える事ができ、思い出に残るイベン
トとなりました。年々中央祭の内容も変わってきてい
ますが、来年は今回の反省も生かし後輩にはもっとよ
り良いものを作って欲しいと思います。
ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。

3B 馬場

将太 (苫小牧市立光洋中

出身)

各行事の様子

見学旅行

少人数教育で可能性を拓く！
EU（欧州連合）駐日代表部による出前授業「EU があなたの学校にやってくる」
に、北海道では 7 つの高校のうち本校も選ばれ、11 月 15 日（木）にベルギ
ー王国大使館一等書記官のヴァン・タッセル・ブレントさんをお迎えし、講
演して頂きました。EU の成り立ちや今日の世界で果たしている役割、また、
日本との関係のほか、EU 加盟国の多種多様な歴史や文化などをお話しして頂
きました。今回は全て英語での講演となり通訳の方を通して生徒たちは一生
懸命に聞き取り、質問も必死に英語で行ない、丁寧に答えて頂きました。お
礼に生徒たちが作った千羽鶴でできたベルギー国旗をプレゼントし、大変喜
んで頂きました。生徒たちにとってはとても貴重な体験となりました。

10 月 12 日（金）〜16 日（火）

4 泊５日の日程で沖縄・京都・大阪へ行ってきました。今年は天候に
も恵まれ、沖縄ではひめゆりの塔での平和学習・マリンスポーツ体験・
美ら海水族館や国際通り見学、関西では自主研修で班毎に関西の歴史や
文化に触れることが出来ました。
事後学習では新聞を作成し、中央祭で展示しました。
〜見学旅行を終えて〜
一番印象に残っているのは沖縄です。海の景色や沖縄の方々の人柄の良さ、
全てに感動しました。２日目のマリンスポーツで潜った海はとても透き通って
いて綺麗で、実際に魚に触れることもでき、とても楽しかったです。また、沖縄
では戦争の事も学びました。ビデオや戦争体験者の手記、壕の様子等を見聞し、
当時の状況を知ることができました。
この見学旅行では色々な事を経験し、またみんなとの関わりも深まりとても楽
しい良い思い出となりました。
2A 石井 寛太 (中標津町立広陵中 出身)

初めて外国の機関の仕事の内容や活動内容など詳しいことが今回来てくださったヴァン・タ
ッセル・ブレントさんの講演のおかげで知ることができたのでとても勉強になった。今回の講
演で、ヨーロッパについて関心を持つことができ、実際に行ってみたいと思った。初めて知る
ことや、知識がより深まった部分があった。講演の内容で、EU と日本の関係や、EU 機関に
ついて、世界における EU の活動など興味深い内容があった。EU が難民・移民問題の解決の
ために活動していることがわかったので、１日でも早く解決して欲しいと思った。ヴァン・タ
ッセル・ブレントさんのおかげで学ぶことがたくさんあったので感謝したいと思った。
1A 館野 清陽 （登別市立緑陽中 出身）

京都・大阪の自主研修では私たちの班は観光地で有名な伏見稲荷大社に行きま
した。最初に大きな鳥居があり、進んでいくと千本鳥居があり赤い鳥居が沢山並
んでいて北海道では見られない京都の歴史に触れることが出来ました。大阪に移
動して最初に大阪名物の串かつを食べに行き、アメリカ村や道頓堀にも行き、夜
ご飯はお好み焼きを食べました。大阪の名物の串かつや粉物も食べ、グリコの看
板を見ることもできてとても楽しい自主研修になりました。
見学旅行を通して、北海道とは違う文化や歴史に触れられて良い刺激になりま
した。見学旅行で学んだ事を来年の進路や日々の学校生活でも生かしていきたい
と思います。
2B 長浜 想 (苫小牧市立明倫中 出身)

性教育講演会

10 月 26 日（金）

「生と性について考えよう」と題し、北海道助産
師会理事の吉裕子さんにお越し頂き命の大切さや
出産、性感染症などについて学びました。
実際の出産の映像や助産師として経験した事を聞
く事ができ大変貴重な時間になりました。

法律教室

10 月 15 日（月）

3 学年を対象に司法書士の林さんをお招きして、悪質
商法やキャッシングなどについて学びました。

第２回体験入学会

10 月 20 日（土）

本校に関心を持たれる多くの中学生や引率の先生、
保護者の方々が参加されました。本校教育の概要説
明の後、体験授業や体験部活動にも参加され、高校
生活の一部を味わって頂きました。

3 年生特進コースを対象に家庭科の 2 時間を
使って、同じ学園内にある「ひかり幼稚園」
日（木） で保育実習が行われました。

保育実習
自然体験学習
ウトナイ湖ネイ
チャーセンターへ
特進コースの生徒
が訪れ、秋空の元、
ガンの群やウトナ
イ湖周辺の植物を
観察しました。

10 月 31 日（水）

同じ苫小牧のはずなのに、こんなにもきれいな
自然が広がっている事が嬉しかった。また、自然
保護区に指定されていないところもしっかり守
るべきだと思った。しかし、そのためには正しい
自然との関わり方を知る必要がある。それを知る
良いきっかけとなった。
例えば、季節によって生息する鳥が変わる事、生
息するために必要なきれいな湿原や木々。それら
を守るという大切さを、苫小牧市民そして北海道
民として世界の人々に伝えたいと思う。
1B 千葉 誠也
(苫小牧市立苫小牧東中 出身)

12 月 6

〜生徒の声〜

今回の保育実習を体験して初めて大勢の子ども達のお世話をしてみ
て、子ども達がとても可愛いということはもちろんのこと、
幼稚園の先生方や子持ちの親の大変さがとても伝わった実習
でした。一日中、毎日子どもの相手をして
とてもすごいなと思いました。そして子ど
も達から沢山元気をもらえました。
3A 近藤 健悟
（岩見沢市立光陵中 出身）

奉仕活動
10 月 16 日（火）
「ゼロごみの
日」市内一斉清
掃への協力とし
て本校も今年度
２回目の清掃活
動を行いまし
た。

