
平成２６年(2014 年)９月１２日（金） 明日から徳高祭！

いよいよ明日から２日間、徳高祭が行われます。一日間準備をしっかりと行いました。詳細はプログラムをご

覧ください。

平成２６年(2014 年)９月１１日（木） 合唱コンクール 各学年予選

本日合唱コンクールの各学年予選会が厳粛な雰囲気の中で行われました。勝ち抜いたクラスが本戦で歌います。

平成２６年(2014 年)９月１０日（水） ぶちかまし討論会第３回戦

本日のぶちかまし討論会、ベスト４が決定しました。３年３組対３年４組は体育館を使用して約 100 人ギャ

ラリーの前でディベートを繰り広げました（写真）。

本日のテーマ

「中学生は携帯を使うべきである」

「思い出を残すなら写真より動画がよい」

平成２６年(2014 年)９月９日（火） ぶちかまし討論会第２回戦

運動会の翌週末には徳高祭が行われます。本日のぶちかまし討論会、ベスト８が決定しました。２番目のテー

マは討論しにくそうでしたね。

本日のテーマ

「日本政府は少年法を改正すべきである」

「Ｈクッキングヒーターよりガスコンロの方がすぐれている」

「授業では教科書より電子端末を使うべきだ」

「高校は休職制度をとるべきである」



平成２６年(2014 年)９月８日（月） 山口大学医学部体験学習会

普通科・理数科２年生１０名が参加しました。医学部施設見学（ドクターヘリ【写真】、基礎実験棟）、班別体

験学習、医学科学生と懇親会、附属図書館見学等を行いました。詳細は「ＳＳＨ通信１６号」でお伝えしますね。

平成２６年(2014 年)９月６日（土） 大運動会実施

本日、平成２６年度徳山高等学校大運動会が行われました。

赤・白・青・黄の各隊は団長、副団長を中心に団結し熱い闘いを繰り広げました。結果は赤組が優勝。

生徒のみなさん、そして運動会の実施に携われた皆様方大変お疲れ様でした。

各隊のアーチと団員 ３年男子による證城寺の狸ばやし ３年女子による市民ばやし

色別対抗リレー ムカデリレー 各隊による応援風景



ドーナツに飛びつく！！ 優勝チームによる団結ダンス やぐらを登る男子生徒

平成２６年(2014 年)９月５日（金） 明日、本番！

いよいよ明日が本番。午前中予行が行われました。（左：応援練習、右：運動会のテーマを飾る）

平成２６年(2014 年)９月４日（木）

運動会各隊（赤・白・青・黄）のアーチも完成間近です（写真左）。本日午前中にアーチを飾る土台が完成し

ました（写真右）。

下記は徳高祭に向けて、各クラスが披露する合唱曲のリストです。

１年生

学年組 曲名

１年１組 二十億光年の孤独

１年２組 青いベンチ

１年３組 友

１年４組 証

１年５組 ３月９日

１年６組 卒業の唄

１年７組 ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ

１年８組 はじまり



２年生

学年組 曲名

２年１組 ハピネス

２年２組 花の名

２年３組 時を越えて

２年４組 虹

２年５組 ＣＯＳＭＯＳ

２年６組 奏（かなで）

２年７組 あなたへ -旅立ちに寄せるメッセージ-

２年８組 青い鳥

３年生

学年組 曲名

３年１組 ＩＮ ＴＥＲＲＡ ＰＡＸ

３年２組 あの空へ ～青のジャンプ～

３年３組 あなたへ -旅立ちに寄せるメッセージ-

３年４組 遠く遠く

３年５組 青い鳥

３年６組 心の瞳

３年７組 輝くために

３年８組 銀の龍の背に乗って

平成２６年(2014 年)９月３日（水） フォークダンス

今にも雨が降りそうな天候ではありましたが、運動会の練習と準備にあた

りました。

各競技の準備の最後は、フォークダンス練習で締めくくりました。放課後

は応援練習とアーチづくりが完成間近。

本番が待ち遠しいですね。

平成２６年(2014 年)９月２日（火） 響け！ 歌声

徳高祭では、先日紹介したぶちかまし討論会（ディベート大会）のほか、クラス対抗の合唱コンクールが行わ

れます。曲目は合唱コンクール定番の「はじまり」「青い鳥」のほか、スキマスイッチ、Greeeen、AI などの歌

も歌われます。

９月１１日（木）の予選会で各学年とも３～４クラ

スが選考され、本戦は徳高祭で行われます。各クラス、

８月末より早朝から練習に励んでいます。本戦出場を

めざしてベストを尽くしてほしいものです。



平成２６年(2014 年)９月１日（月） 運動会準備

今週末９月６日（土）には徳山高校の２大学校行事のうちのひとつ、運動会が行われます。ホームページ上に

プログラムを掲載しておりますので詳細をご覧く

ださい。生徒たちは、アーチづくり（写真右）や応

援練習（写真左）に一生懸命取り組んでいます。ど

うぞ６日はご来校いただき、ご観覧ください。

平成２６年(2014 年)８月２９日（金） ぶちかまし討論会 予選会

９月１３日（土）、１４日（日）の徳高祭（文化祭）に向けて、ぶちかまし討論会（クラス対抗ディベート大

会）の予選会が行われました。１学年から３学年まで全２４クラスが下記のテーマで対戦。９月９日（火）と１

０日（水）の予選を勝ち残った１チームが徳高祭で教員代表チームと対戦します。

「英語の授業では英語だけを使うべきである」

「警察の取り調べを全面可視にすべきである」

「救急車の利用を有料化すべきである」

「世界の通貨は電子マネーに統一すべきである」

平成２６年(2014 年)８月２８日（木） 俳句甲子園初出場、フェンシング海外遠征

文芸部が、８月２３、２４日に松山市で開催された第１７回俳句甲子園に県勢で初出場しました。決勝トーナ

メントの１回戦で惜しくも敗退しましたが、敗者復活戦では３３チーム中３位と健闘しました。部員の皆さんは、

来年もぜひ出場したいと意欲に燃えています。

１年生の森多駿君がフェンシング競技男子カデットの部（サーブル）で、国際大会派遣選考会を兼ねた東かが

わ市長杯で準優勝、東京都選手権大会で優勝し、１１月のブルガリア遠征、１２月のドイツ遠征のメンバーに選

出されました。

平成２６年(2014 年)８月２７日（水） 全校集会、賞状披露式

長い夏休みも終わり。本日から学校がスタートしました。１、２年生は

３教科の課題考査、３年生は６時間授業という日程でした。

午前中の全校集会で藤澤校長先生から次のようなお話がありました。

○ 各種大会における各部活動の活躍がめざましい。

○ 夏休み中に学校説明会、理数科 SSH 体験学習会が行われた。その

際本校を訪問した中学生の皆さんからは「学校がきれいで徳山高校



のイメージが変わった。ぜひがんばって入学したい」などの意見、中学校の先生方からは「徳山高校には

勢いがある」という賞賛のお言葉をいただいた。これから運動会、徳高祭という２大行事を協力してぜひ

とも成功させてほしい。

最後に、ＪＲのぞみ号のスタッフがわずか１０分で全車の掃除を行っており世界中から注目を集めていると

いうお話をされ、それにあわせて「掃除について毎日心をこめて取り組んでほしい」という言葉でお話をしめ

くくられました。

平成２６年(2014 年)８月２２日（金） ２年生 修学旅行 終了

昨日の夕方、２年生が３泊４日の日程を終え山口に戻ってきました。盛りだくさんの日程で少々疲れ気味では

ありましたが、各自それぞれによい思い出づくりができたようです。

関東コース

国会議事堂前 東京スカイツリーにて

沖縄コース

水牛に乗って 沖縄の町を臨む

水牛に乗って 沖縄の街を臨む

平成２６年(2014 年)８月１８日（月） ２年生修学旅行 出発！！

本日、２年生が修学旅行に出発しました。

関東コースの生徒たちは徳山駅から新幹線で東京に向かい、沖縄コースの生徒たちは貸切バスで本校を出発し、

福岡空港へ向かいました。両コースとも、８月２１日の夕方に山口に帰る日程です。



平成２６年(2014 年)８月４日（月） SSH 体験学習

徳山高校を会場に中学３年生対象の SSH 体験学習会を実施し、９８名の参加がありました。

体験学習（生物） 体験学習（物理） 体験学習（化学） 体験学習（情報）

体験学習の時間では、本校理数科２年生が実験やコンピュータ操作のアシスタントを務めました。

理数科の紹介のコーナーでは、同じく理数科２年生の生徒６名が、中学３年生へのメッセージとして「理数科

ならではのよさ」「将来の夢」などについてわかりやすく説明しました。いかに徳山高校に愛着をもち、自慢に

思っているかが中学生の皆さんによく伝わったと思います。

平成２６年(2014 年)８月３日（日） 理数科合同合宿

８月１日（金）から８月３日（日）まで、岩国高校、徳山高校、山口高校の３校

で理数科（第１学年）合同合宿セミナーを実施しました。

下記の日程のとおり大学の先生方による講義、３校生徒によるディベート大会（写

真左）など忙しい三日間でしたが、帰りのバスの皆さんには満足した表情がうかがえました。

８月１日（金） 山口大学工学部体験学習

８月２日（土）

特別講義① 岩国高等学校 校 長 松根 健治 氏 「【？】からＥＵＲＥＫＡへ」

特別講義② 山口大学理学部 教 授 白石 清 氏 「時間と空間のはなし」

特別講義③ 広島大学工学部 教 授 北村 充 氏

教 授 土井 康明 氏 「輸送体の構造について」

３校によるディベート大会

８月３日（日）

特別講義④ 徳山高等学校 教 諭 境 茂生 氏 「黄金比と白銀比へ」

特別講義⑤ 山口大学工学部 准教授 森 浩二 氏 「超音波を利用した軟骨硬さの測定」

特別講義⑥ 九州工業大学 教 授 宮崎 敏樹 氏 「医療に役立つ材料～バイオマテリアル」

平成２６年(2014 年)７月１８日（金） 賞状披露式、全校集会

午前中に賞状披露式及び全校集会が体育館で行われました。校長先生から

この夏休みに「４つのＣ」を大切にしてほしいというお話がありました。ま

ずは「集中すること（concentration）」「自分をうまく制御すること（control）」



「自分に自信をもつこと（confidence）」そして最後に「常に変革しようとすること（change）」。３年生にと

っては受験に向けてとても大切な夏休み。うまく乗り切ってほしいものです。

平成２６年(2014 年)７月１４日（月） 全国高校野球選手権大会山口県予選会

第９６回全国高校野球選手権山口大

会で本校野球部は柳井市にあるビジコ

ム野球場で防府西高校と対戦しました。

２年生エースピッチャーの渡邉圭亮

君が走者を１人も許さず、なんと完全試

合を達成しました。渡邉君は、「調子が

よかったです。今日は低めに丁寧に球を

投げることに心がけました。この記録はまぐれです。」と試合を振り返りました。

平成２６年(2014 年)７月１６日（水） クラスマッチ終了！

本日、クラスマッチが実施されました。種目は、ソフトテニス、バスケットボール、バドミントン、バレーボ

ール、ハンドボール、サッカー、ドッジボールの７種目でした。２０名の実行員の努力もあって、どの種目もス

ムーズに進行しました。

生徒は真剣に試合に臨み、出場して

いる級友たちを一生懸命応援してい

ました。中でも、最後に体育館で行わ

れた決勝戦（ハンドボール、バレーボ

ール、バスケットボール）では、白熱

したプレイに大歓声があがっていま

した。

試合結果は総合優勝した３年１組を始め、数々の種目で３年生が上位を独占しました。さすがに３年生です。

また、今年度から、活躍した選手男女各１名に MVP 賞が送られました。

途中で大雨にも見舞われましたが無事終了し、生徒は充実した１日を過ごすことができたようです。

平成２６年(2014 年)７月１０日（木） 山口県高校総体教育長杯授与式

昨日、山口県高校総合体育大会（５月末～６月上旬）において総合成績上位の高校が表彰される教育長杯授賞

式が山口県庁で行われました。

徳山高校は、男女総合の部で２位に入賞したほか、３１年ぶりに優勝した女子ソフトテニス部がカムバック栄

誉賞を受賞しました。

浅原教育長から「インターハイでの活躍を期待する。」との言葉とともに、本校を含めた各校の代表者に賞状

と記念品が授与されました。



平成２６年(2014 年)７月９日（水） 壮行式

本日授業終了後、体育館で壮行式が行われました。大会に出場する部活動は以下の通りです。出場者のみなさ

ん、日頃の練習や準備の成果が出せるようがんばってください。

☆ 硬式野球部

第９６回全国高校野球選手権山口県大会

（ビジコム柳井スタジアム ７月１３日第１回戦）

☆ 女子ソフトテニス部

全国高等学校総合体育大会 （千葉県 ７月２７日から）

☆ 陸上競技部女子

全国高等学校総合体育大会

女子 1,600ｍリレー（400ｍ×４）

（山梨県 ７月３０日から）

☆ 少林寺拳法（認定種目） 全国高等学校総合体育大会 女子個人 （千葉県 ８月８日から）

☆ 放送部

ＮＨＫ杯全国放送コンテスト アナウンス部門、朗読部門、研究発表部門 （東京都 ７月２２日から）

全国高等学校総合文化祭 アナウンス部門、朗読部門 （茨城県 ７月３０日から）

☆ 棋道部

全国高等学校総合文化祭

将棋部門 女子団体 （茨城県 ７月２６日から）

囲碁部門 山口県男子団体 （茨城県 ７月２９日から）

全国高等学校囲碁選手権大会

男子団体 （東京都 ７月２１日から）

☆ 文芸部

全国高等学校総合文化祭 文芸部門 （茨城県 ７月３０日から）

全国高等学校俳句選手権大会 （愛媛県 ８月２３日から）

平成２６年(2014 年)７月２日（水） 第２回考査終了！避難訓練、ボランティア清掃実施

６月２６日（木）から始まった第２回考査が本日終了しました。生徒は

第１回考査の反省をもとに真剣に試験に臨んでいました。

試験終了後、第１回防火防災避難訓練（写真上）が行われ、校長先生か

ら「自助・共助・公助」についてのお話があり、緊急時にはお互いが助け

合う共助の精神の大切さを強調されました。

全行事終了後、第 2 回ボランティア清掃（写真下）が生徒会執行部

中心に行われました。試験疲れにも負けず、約５０人の生徒が自主的に集

まって、学校周辺の美化に努めました。


