
 

 

 
 
 

 

       イングリッシュキャンプ に向けてがんばっています！ 
 

文科情報科恒例のイングリッシュキャンプ、今年度から実施時期が冬から春に変わり、3 月 14 日・15 日に生目の杜遊古館

で開催されます。現在、1 年生は準備の真っ最中。コミッティ(実行委員)の代表 2 人にコメントをもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文科情報科生、文武両道で大活躍！ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

半年間ありがとう！ 
ヒョンギュ 

昨年 9 月から 1K の一員となって

いた韓国からの留学生、キム・ヒョン

ギュくんが、2 月 23 日に帰国しまし

た。とても勉強熱心だった彼に、日本

語でメッセージを書いてもらいまし

た。一部分かりにくい箇所もあります

が、そのまま掲載します。心からの思

いが伝わって来る文章です。 
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九州高等学校選抜剣道大会 男子個人戦ベスト 8                  2 年 I 級 須崎晃平 

今回の大会では、大宮の目標とする剣道がある程度できたように思います。また、大宮の生徒・保護者の皆

さんだけでなく、大宮以外の方からもたくさんの応援を頂きました。入賞まであと一歩だったのですが、貴重

な学びが数多くあったので、この悔しさは 3月末の全国選抜で必ず晴らしたいです。残りの日数を大事にしな

がら「文武不岐」で選抜を迎えたいです。 

全国高等学校英語スピーチコンテスト 第 5 位                   2 年 I 級 甲斐嵩典 

I participated in the All-Japan English Speech Contest which was held in Tokyo on February 10th, and 
won 5th place. My speech, titled “Key Words for the Upcoming Generation” was about how I felt that we, 
the “upcoming generation”, will need “flexibility” and “initiative” to succeed in today’s globalized society. 
It was a great opportunity to be able to listen to many great speeches given by people from all over 

Japan, and to be able to place 5th out of all of the contestants was a great honor.  

1 年最後のイベントである「イングリッシュキャンプ」！！ 今回のテー
マは、「アジアの国との関係を深める」です。現在、領土問題などある中、
アジアとの関係を見直す良いきっかけとなればと思います。この 1 年間、
探究の時間で学んだことを生かし、1 人 1 人の個性が発揮できたらいいで
す。そして、1 泊 2 日、All English で過ごし、83 人全員が英語を好きに
なるようなものにしたいと思います。コミッティとして全力でサポートし
ていきたいと思います。1 人 1 人が目標を持ってがんばりましょう。 

Vision and hard works!           （1 年 J 級 國武茉里）

今回のイングリッシュキャンプは「アジアの国々との関係を強める」とい
うテーマのもとに行われます。2 日間、英語だけを使って過ごすキャンプは、
1 分間スピーチ、コメディスキット、プレゼンテーションの他、ALT の方々
との交流などとても中身の濃いものとなっています。そのキャンプを支える
コミッティは、1 月の中旬から準備を始めてきました。それぞれ個性的なメ
ンバーのコミッティが支えるキャンプはとてもおもしろいものになると思い
ます。キャンプが終わったときに、文科情報科の一年生全員が楽しかったと
言えるような有意義なキャンプにできるよう精一杯がんばりたいです。J 級・
K 級全員で楽しみましょう！！Let’s have fun!!    （1 年 K 級 栁宥輝）

コミッティによる説明。もちろんすべて英語！！

パソコンで情報収集。 

この時も会話は英語！ 

ALT のサマンサ先生にも

アドバイスをもらいます。 

１K のみんなと 



 

2 年｢探究｣ 研究論文 が完成しました！！ (３) 
 

 2 年生「探究」ゼミ長コメント。最終回の今回は、理系分野のゼミナールをご紹介します。     ○はゼミ長 
 
久保ゼミ  （物理実験分野） 

私たちのゼミでは、紙ヒコーキをテー
マにして実験をしました。スケジュール
設定を間違って、発表に危機を感じたこ
とも多々ありましたが、持ち前の力を発揮して、本番は大成功を収めることができました。揚力
の計算や理論などは大学の分野もあり、大変でしたが、私たちなりの考えを出すことができまし
た。ここで探究が終わってしまうのは非常に残念ですが、探究を通して学んだかけがえのない経
験は決して忘れません。ありがとう探究！！ 
 

河野ゼミ  （化学実験分野） 
実験では、ゼ

ミ員の 8 人中 7
人が運動部に
入っているということで、計画通りに進まなかったり、集まれなかったりと、とても大変でした。
しかし、回を重ねるごとに、それぞれの探究心や意識が向上して、最後には納得のいく論文を作る
ことができたと思います。最後まで、迷惑をかけてしまいましたが、河野先生は、僕たちの計画内
容や、テーマの方針などについて、細かいところまで面倒を見ていただきました。本当に感謝して
います。そして、この長い間、共に同じ目標を持って、熱心に探究しあった仲間たちにも感謝して

います。これからも、どんなことにも探究心を持って取り組みたいです。 
 
佐々木ゼミ  （生物実験分野） 

生物ゼミでは、昨年に引き続き、ハエの研
究をしました。最初はそれぞれ他の研究テー
マを考えていたので、ハエと決まったことを
知った時には、正直嫌でした。しかし、嫌々ハエの飼育を続けていくうちに、次第にさし虫(ハエ
の幼虫)の感触にも慣れていき、最終的には愛着まで持つようになりました。自分たちは実験ゼミ
だから自分たちで実験をつくって考察までしなければならず大変でしたが、目的や方法といったも
のを決めていく過程はとてもおもしろかったです。この研究を無事終えられたのは、ゼミのメンバ
ー、佐々木先生、また協力してくれたすべての方々のおかげなので、感謝したいと思います。 

 
重山ゼミ  （自然科学分野） 

私たちのゼミは、みんながバラバラ
の研究テーマを持ちながらも、ゼミの
仲間と意見を交わしながら研究を進め、
それぞれに良い研究ができたと思いま
す。この 1 年間の探究活動を通して、
深く突き詰めて考えていくことの大切
さや、人に自分の意見を伝えることの
大変さなど、普段の授業では経験でき

ないことを多く経験することができ、とても有意義な時間となりました。こうして無事研究を終えることができたのも重山先生
をはじめとする先生方のおかげです。本当にありがとうございました。 
 
西道ゼミ  （物理分野） 

僕たちは、物理現象に関して、自分が関心の
あることを独自に調べました。集団というより
は個人での活動が主だったので、孤独に耐えつ
つ作業しました。しかし、孤独でも調べていく
うちに、新しい発見をした時の喜びは何者にも
代え難いものがありました。また個人で物事を
論理的に考えていくので、これからの将来に役
立つ思考を得られたと思います。4月から始ま

った長い活動でしたが、充実し満足できる活動だったと思いました。 
 
有村ゼミ  （数学分野） 

最終的にはっきりした結
論は出なくてすっきりしま
せんでした。また、研究を
進めていく中で、いろんな問題が発生し、その度に対処していくのが大変でした。プレゼンでも、
聴衆に分かりやすく説明するのは非常に難しかったです。今回扱った「三囚人問題」では、論理的
に導き出した答えが直感に反していることもあり、なかなか聴衆に納得していただけるまでには至
らなかったと思います。自分たちが考えていることをそのまま聞き手に伝えるのは難しいと感じま
した。調べるのは楽しかったですが、発表のしかたについては、経験を積まないといけないと感じ 
ました。 

「あのヒコーキ」
○須崎晃平 井上順平 
 山本哲平 原田渓 中村悠貴 

「ジョキョの奇妙な冒険」
○赤木智彦 図師直弥 時任文弥 福嶋文徳 
 工藤裕太郎 髙橋将太 得能啓太 山内亮太 

ハエの発生とストレス 
○元山就斗 望月優輝 
 重平悠菜 

化粧品の化学的作用と効果的な使い方 ○鈴木絢子 
漢方 ～東洋的発想の産物～  椎葉紀香 
進化 ～人類の未来を考える～  平山大幹 
酒造会社の取り組みと今後 

～焼酎生産からの検討～ 
 上野志織 

生物学的に人は空を飛べるのか  坂元渓太 

地球外生命体と出会うには 
○石川暁斗 
 越口竜人 

瞬間移動するためには･･･  渡邉武志 
人は空を飛べるのか  日髙舜平 
量子論の摩訶不思議な世界  根井健太郎

太陽光と原子力  清水玲 
超ひも論  涌井美見 

疑似パラドックス 
～論理と直感のズレが起こるワケ～ 

○野田竜平 窪寺健一郎 
 日髙大地 


