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10 月 6 日（月）
１限から６限まで公開授業が行
われました。保護者、学校関係
者７２名が来校し、授業を参観
しました。

秋の大会、入賞等の報告（11/5）
県内の各会場で、新人戦、地区大会等が行われています。文化部等につ
いても一生懸命取り組んだ成果を評価されています。以下はその結果で
す。アップデートは随時行います。

陸上競技部：駅伝大会で女子８位入賞、男子は９位という成績

10 月 15 日（水）～
20 日（月）

を収めました。これから山口市で行われる中国高校駅伝大会に

第３回考査が行われました。生
徒の皆さんは真剣に取り組んで
いました。

サッカー部：11 月１日、２日におのだサッカー交流公園で行わ

出場します。

れた大会でベスト８に進出。同会場で 11 月８日に試合が行われ
ます。
棋道部：11 月２日防府市で行われた山口県高等学校将棋新人大

10 月 22 日（水）
第２回防火防災避難訓練が実施
されました。あいにくの雨天で
したが消防署の職員からビデオ
を活用した講話を聞きました。
藤澤校長先生から、「自助、共
助、公助」についてのお話があ
りました。

会女子個人戦で優勝、準優勝しました。県内の強豪を破っての
入賞です。両名は中国大会と全国大会に出場します。
日本学生科学賞山口県審査入
賞、サイエンスやまぐち 2014
「第 68 回山口県科学作品
展」優秀賞：生物部の浴井栞
（３年生）さんが「ゲンゴロ
ウ界の異端児

その不思議な

行動」というタイトルで作品

10 月 29 日（水）
財団法人インターネット協会イ
ンターネットホットラインセン
ター長の吉川誠司様を講師にお
迎えして、「インターネットと
人権―ケータイ、スマホ利用の
注意点」という演題で講話を聞
きました。
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を出品し、上記の賞を受賞し
ました。写真は表彰式です。詳細はＳＳＨ通信で紹介しますの
でご覧ください。
山口県高校生英語ディベート大会：11 月１日同大会に２年生の
５名が出場し、３位に入賞しました。論題は「The Japanese
government should abolish nuclear power plants.日本政府は
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原子力発電所を廃止すべきである」でした。

マラソン大会、校納式(11/18)
本日、学年別・男女別にマラソン大会
が行われました。午後からは、体育館
で校納式が行われました。各部活動等
の活躍は以下の通りです。

バドミントン部：山口県体育大会男子学校対抗戦

第３位

登山部：中国高等学校登山大会 団体男子

第６位

弓道部：徳山地区新人体育大会 団体１部

第２位、団体２部

水泳（認定種目）：男子 200ｍ平泳ぎ
ー

第２位、女子個人第１位

第７位、男子 200ｍ個人メドレー

第５位、男子 400ｍ個人メドレ

第４位

空手（認定種目）：山口県高等学校空手道新人大会兼中国大会山口県予選

男子個人

形

第３位（中国

大会に出場）
文芸部：山口県高等学校文芸コンクール
優良賞・入選、【短歌部門】

【散文部門】

優秀賞・優良賞・入選、【詩部門】

最優秀賞・優秀賞・優良賞・入選、【俳句部門】

優秀賞・

最優秀賞・優秀賞・優

良賞・入賞。最優秀学校賞も受賞しました。また、来年度滋賀県開催の全国高等学校総合文化祭の短歌部
門、俳句部門、文芸誌部門に出場します。
放送部：山口県高等学校総合文化祭

放送部大会

【朗読部門】

優秀賞、【アナウンス部門】

最優秀

賞・入賞。来年度滋賀県開催の全国高等学校総合文化祭に出場します。
棋道部：山口県高等学校総合文化祭囲碁部門代表決定戦

【男子団体】

優勝、【男子個人】

優勝・第

２位。中国大会団体戦に出場。来年度滋賀県の全国高等学校総合文化祭囲碁部門に山口県団体選手として
出場。山口県高等学校将棋新人大会

【女子個人】

優勝・第２位。島根県松江市開催の中国大会、新潟

市で開催される全国高等学校文化連盟将棋新人大会に出場します。
読書感想文：青少年読書感想文全国コンクール

県優秀賞・県入選・地区入選

科学の甲子園山口県予選会：徳山高校Ａチーム

第１位。茨城県で開催される「科学の甲子園」全国大会

に出場。 なお、１１月５日に紹介した浴井さんも賞状等を校納しました。
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詩と音楽のフェスティバル(11/24)
周南市文化会館で、本県出身であり、日本を代表する童謡詩人まど・みちおさんの世界観を、童謡や合唱
曲等の演奏を織り交ぜながら詩と音楽で紹介するフェスティバルが行われました。このフェスティバルで
放送部の生徒が出演し、詩の朗読を行いました。また、書道部の生徒は、ホール入り口の壁面に創作した
作品等を披露し（写真）、訪れた方々の賞賛を浴びていました。

校納式、大掃除(12/24)
本日は、年内最後の登校日。体育館で校納式、全校集会が行われた後、生徒は授業に参加しました。各部
活動等の活躍は以下の通りです。
陸上競技部：
中国高等学校陸上競技対校選手権大会 女子 400ｍ個人

山口県体育大会

山口県総合体育大会駅伝競技

第８位

4×400ｍＲ

第７位

400ｍ個人

第２位

3000ｍ個人

第１位

100ｍＨ個人

第３位

400ｍＨ個人

第３位

4×400ｍＲ

第２位

女子トラックの部

第２位

女子総合

第２位

男子

中国高校駅伝に出場

女子

第８位で中国高校駅伝に出場

吹奏楽部：
第３１回中国ユース音楽コンクール木管楽器の部
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書道部：
第１９回全高書研中国地区高等学校生徒書道展

会長賞

文芸部：
第１６回高校生文芸道場中国ブロック大会詩部門

優秀賞

棋道部：
第１８回中国高等学校囲碁選手権大会 【男子団体】
第３４回山口県高等学校英語弁論大会
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審査員特別賞
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1 月 4 日（日）

ＳＳＨマレーシア海外研修
普通科と理数科の第１学年生徒２７名がマレーシア海外研
修に参加しました。今年度は九州工業大学マレーシアキャ
ンパス（ＭＳＳＣ）での研修も含めて５泊６日（平成２７
年１月３日（土）から１月８日（木）まで）の日程で実施
しました。

市街地調査（クアラルンプー
ル）:午前は３０人のマラ工科
大学国際教育カレッジ日本高専
予備教育コース（以下ＫＴＪ）
の学生がガイドを務め、６班に
分かれた本校の生徒とクアラル
ンプール市街地を探索しまし
た。午後はバツ－洞窟にてダー
クケーヴツアーに参加しまし
た。

1 月 5 日（月）

バツ－洞窟でのダークケーヴツアー

ＫＴＪでの授業

午前はマラヤ大学附設の熱帯植
物園を訪問しました。午後はＫ
ＴＪを訪問し、現地学生と英語
による数学、化学、物理の授業
を受講しました。

1 月 6 日（火）

ＫＴＪでの授業

ＫＴＪでの交流会で（現地学生とそーらん節）

九州工業大学マレーシア校（Ｍ
ＳＳＣ）でバイオマス関連の講
義や施設の説明を受け、グルー
プ別にプレゼンテーションを行
いました。

1 月 7 日（水）

マラヤ大学附設植物園

九州工業大学（ＭＳＳＣ）でのプレゼン準備

午前は８人のムザファシャー中
等教育学校の生徒とマラッカ市
内の建造物を見学しました。午
後はマラッカ動物園を訪問しま
した。

※１月３日及び１月８日移動日

ＫＴＪ生徒と記念写真
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