
 

 

 

 

 

 

いよいよ今年度も２年生の「探究」が始まりました。

て、今年度からは宮崎大学と連携した課題研究を行うこ

とになりました。

 １学期は本校生物科の黒木和樹先生に指導していただ

きながら、各ゼミがチームとして「テーマの発見」「研

究の計画（フローチャート・研究企画書）を通して研究

についての考え方を学んでいます。

 答えのないことについて、一つ一つ積み上げながら迫

っていくことは非常に大変なことですが、生徒達は休憩

時間にも話し合いに夢中になっている様子をみることが

できます。

尚、
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果を残すことができました。今でもまだ大宮高校の弓道場に通って

いる自分が信じられません。私は高校から弓道を始めたので、まだ

自分の射に自信がなく、悔しい気持ちを抱え、涙したこともありまし

た。しかし「弓道が好き」という気持ちは誰にも負けないぞと日々努

力しました。その甲斐あって、決勝では人生の中で一番弓道を楽し

むことができました。これから九州大会、全国大会が待っています。

気を抜くことなく次は九州

でいきたいと思います。最後に

ん、ご指導下さっている顧問の先生方、本当にありがとうございま

す。
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平成２
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たことを実感している。部の活動としては、週休

が、私は毎週月曜日に自主練を行っていたため、自分の時間

というものはかなり限られていた。特に

活のために学校に来ているようなもので、授業中の居眠りが

多く学力も悲惨であった。しかし部活動で得られた体力、精神

力、そして友人は、日々を豊かなものにしてくれている。総体

のダブルスでは「あと

いをした。だから受験では「あと
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仲間など多くの人に支えられて水泳を続けることができて

いたのだと感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。今年が最後

だという緊張からか、総体前はあまり調子が上がらず、とて

も辛い思いをしました。しかしその中でもいかに良いパフォ

ーマンスをするかを考え、本番では満足の結果ではなかった

けれど、自分らしい泳ぎができたので悔いはないです。これ

から受験に向けて、部活とは比べものにならないほど辛いこ

とが、長くそして何度もあると思います。自分の強みを活か

すこと、仲間と支え合うこと、そして最後まで諦めないこと。

部活を通して学んだこの３つのことは、勉強にも活かせると

思います。自分が将来どうなりたいのかを考え、しっかり切

り替えをして、これからの勉強に励んでいきたいと思いま

す。

たと思っています。結果はフォア

ができました。勉強との両立等難しかったけれど、多くの人に助

けられてこれまでやって来られたことはとても幸せなことだと思

います。部活を通して、普段の生活での周りへの気配りや、仲

間のいる大切さ、その他にも身体面、精神面で多くのことを学ぶ

ことができたと思います。これからは受験に向けて勉強ばかりに

なると思うけれども、これまで支えて下さった先生方や家族、先

輩や後輩、ずっと一緒に活動してきた

を忘れず、一生懸命に努力して頑張っていこうと思います。

満足いく終わり方ができたと思う。特に１５人制の総体での最後

の相手は宮工だったので、ずっと練習を一緒にしてきた分、勝っ

て恩返しがしたかったが、完敗してしまった。彼らには花園を目

指して頑張ってほしい。ラグビー部には文情

な意味でライバルであり、良いチームメイトであった。振り返る

と、ラグビー部の目標は進路実現と言いつつも、最後の総体に

向け全員全力で取り組んだ。本気で相手にぶつかった。たくさん

感謝もしている。全員で合格して、飛髙先生をはじめと

えてくれた方々に恩返ししたい。
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満足いく終わり方ができたと思う。特に１５人制の総体での最後

の相手は宮工だったので、ずっと練習を一緒にしてきた分、勝っ

て恩返しがしたかったが、完敗してしまった。彼らには花園を目

指して頑張ってほしい。ラグビー部には文情

な意味でライバルであり、良いチームメイトであった。振り返る

と、ラグビー部の目標は進路実現と言いつつも、最後の総体に

向け全員全力で取り組んだ。本気で相手にぶつかった。たくさん

感謝もしている。全員で合格して、飛髙先生をはじめと

えてくれた方々に恩返ししたい。

県高校総体を終えて

最後の高校総体を終えた今、私は両親、顧問の山口先生、

仲間など多くの人に支えられて水泳を続けることができて

いたのだと感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。今年が最後

だという緊張からか、総体前はあまり調子が上がらず、とて

も辛い思いをしました。しかしその中でもいかに良いパフォ

ーマンスをするかを考え、本番では満足の結果ではなかった

けれど、自分らしい泳ぎができたので悔いはないです。これ

から受験に向けて、部活とは比べものにならないほど辛いこ

とが、長くそして何度もあると思います。自分の強みを活か

すこと、仲間と支え合うこと、そして最後まで諦めないこと。

部活を通して学んだこの３つのことは、勉強にも活かせると

思います。自分が将来どうなりたいのかを考え、しっかり切

り替えをして、これからの勉強に励んでいきたいと思いま

水泳部 

県高校総体を終えて、今まで部活を続けてきて本当に良かっ

たと思っています。結果はフォア 2 位で九州総体に出場すること

ができました。勉強との両立等難しかったけれど、多くの人に助

けられてこれまでやって来られたことはとても幸せなことだと思

います。部活を通して、普段の生活での周りへの気配りや、仲

間のいる大切さ、その他にも身体面、精神面で多くのことを学ぶ

ことができたと思います。これからは受験に向けて勉強ばかりに

なると思うけれども、これまで支えて下さった先生方や家族、先

輩や後輩、ずっと一緒に活動してきた 3 年生への感謝の気持

を忘れず、一生懸命に努力して頑張っていこうと思います。

カヌー部 

我々ラグビー部は高校総体ベスト８、７人制大会３位入賞と、

満足いく終わり方ができたと思う。特に１５人制の総体での最後

の相手は宮工だったので、ずっと練習を一緒にしてきた分、勝っ

て恩返しがしたかったが、完敗してしまった。彼らには花園を目

指して頑張ってほしい。ラグビー部には文情

な意味でライバルであり、良いチームメイトであった。振り返る

と、ラグビー部の目標は進路実現と言いつつも、最後の総体に

向け全員全力で取り組んだ。本気で相手にぶつかった。たくさん

感謝もしている。全員で合格して、飛髙先生をはじめと

えてくれた方々に恩返ししたい。 

ラグビー部 

えて 

最後の高校総体を終えた今、私は両親、顧問の山口先生、

仲間など多くの人に支えられて水泳を続けることができて

いたのだと感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。今年が最後

だという緊張からか、総体前はあまり調子が上がらず、とて

も辛い思いをしました。しかしその中でもいかに良いパフォ

ーマンスをするかを考え、本番では満足の結果ではなかった

けれど、自分らしい泳ぎができたので悔いはないです。これ

から受験に向けて、部活とは比べものにならないほど辛いこ

とが、長くそして何度もあると思います。自分の強みを活か

すこと、仲間と支え合うこと、そして最後まで諦めないこと。

部活を通して学んだこの３つのことは、勉強にも活かせると

思います。自分が将来どうなりたいのかを考え、しっかり切

り替えをして、これからの勉強に励んでいきたいと思いま

 増田千夏（３

県高校総体を終えて、今まで部活を続けてきて本当に良かっ

位で九州総体に出場すること

ができました。勉強との両立等難しかったけれど、多くの人に助

けられてこれまでやって来られたことはとても幸せなことだと思

います。部活を通して、普段の生活での周りへの気配りや、仲

間のいる大切さ、その他にも身体面、精神面で多くのことを学ぶ

ことができたと思います。これからは受験に向けて勉強ばかりに

なると思うけれども、これまで支えて下さった先生方や家族、先

年生への感謝の気持

を忘れず、一生懸命に努力して頑張っていこうと思います。

 丸山菜々（3

我々ラグビー部は高校総体ベスト８、７人制大会３位入賞と、

満足いく終わり方ができたと思う。特に１５人制の総体での最後

の相手は宮工だったので、ずっと練習を一緒にしてきた分、勝っ

て恩返しがしたかったが、完敗してしまった。彼らには花園を目

指して頑張ってほしい。ラグビー部には文情生が多く、いろいろ

な意味でライバルであり、良いチームメイトであった。振り返る

と、ラグビー部の目標は進路実現と言いつつも、最後の総体に

向け全員全力で取り組んだ。本気で相手にぶつかった。たくさん

感謝もしている。全員で合格して、飛髙先生をはじめとした、支

 白石優真（3K

 ２ 

私は陸上部の主将として県高校総体に参加させていただきまし

た。4

こともありましたが、全員で戦い抜くことができました。結果は

種目が勝ち上がり、計

せていただきました。そして

ターハイ出場を決めました。しかし大半の

り、いよいよ新体勢となっていきます。あっという間でしたが、色々

なことが起こり、その度に皆が助けてくれたおかげで、

を続けることができました。

いく結果を出せず、悔しい思いをした人もいると思いますが、その

思いを次の世代に託すと共に、このメンバーで良かったと全員が

思えたという点では「部活道」を極めることにまた少し近づけたと

思います。この部で得たことを活かして、これからの勉強もがんば

っていきます。支えていただいた全ての皆さん、本当にありがとう

ございました。

最後の高校総体を終えた今、私は両親、顧問の山口先生、

仲間など多くの人に支えられて水泳を続けることができて

いたのだと感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。今年が最後

だという緊張からか、総体前はあまり調子が上がらず、とて

も辛い思いをしました。しかしその中でもいかに良いパフォ

ーマンスをするかを考え、本番では満足の結果ではなかった

けれど、自分らしい泳ぎができたので悔いはないです。これ

から受験に向けて、部活とは比べものにならないほど辛いこ

とが、長くそして何度もあると思います。自分の強みを活か

すこと、仲間と支え合うこと、そして最後まで諦めないこと。

部活を通して学んだこの３つのことは、勉強にも活かせると

思います。自分が将来どうなりたいのかを考え、しっかり切

り替えをして、これからの勉強に励んでいきたいと思いま

３Ｊ） 

県高校総体を終えて、今まで部活を続けてきて本当に良かっ

位で九州総体に出場すること

ができました。勉強との両立等難しかったけれど、多くの人に助

けられてこれまでやって来られたことはとても幸せなことだと思

います。部活を通して、普段の生活での周りへの気配りや、仲

間のいる大切さ、その他にも身体面、精神面で多くのことを学ぶ

ことができたと思います。これからは受験に向けて勉強ばかりに

なると思うけれども、これまで支えて下さった先生方や家族、先

年生への感謝の気持ち

を忘れず、一生懸命に努力して頑張っていこうと思います。 

3Ｊ） 

私はソフトテニス部で、２回戦に前年度優勝の都城商業と対戦

しました。２年生ペアの活躍により互角の勝負となりました。結果

負けてしまったけれど、最後まで諦めずに戦いました。私はベン

チでの応援だったけど、選手の緊張や辛さ、楽しさ全てを自分の

ことのように感じました。また共に頑張ってきた部の仲間や応援し

てくれた友人、休みを私たちの指導に充ててくださった江里先生、

陰ながらも支えてくれた両親には本当に感謝しています。後輩は

また来年もあるので、悔いの残らないよう完全燃焼してください。

宮崎県２位を目指して第４シードで始まった県高校総体は

結局４位で終わってしまった。僕は振り返ってみると部活し

かしてなかった。部活に遅れないために小テストの勉強や課

題を終わらせた。こんなにも部活に打ち込めたのはこんな僕

を受け入れてくださった先生方、学級のみんな、共に頑張っ

てきた仲間、常に味方でいてくれた家族、最後まで選手とし

て信じてくださった森先生を始めとする部顧問の先生方が素

晴らしい環境を整えてくれて、応援してくれたからだ。後悔

や苦しかった思い出はたくさんあるが、本当に楽しくて充実

した日々だった。本当に感謝で

勉強を頑張りたい。我々ラグビー部は高校総体ベスト８、７人制大会３位入賞と、

満足いく終わり方ができたと思う。特に１５人制の総体での最後

の相手は宮工だったので、ずっと練習を一緒にしてきた分、勝っ

て恩返しがしたかったが、完敗してしまった。彼らには花園を目

が多く、いろいろ

な意味でライバルであり、良いチームメイトであった。振り返る

と、ラグビー部の目標は進路実現と言いつつも、最後の総体に

向け全員全力で取り組んだ。本気で相手にぶつかった。たくさん

した、支

3K） 

私は陸上部の主将として県高校総体に参加させていただきまし

4 日間様々な結果があり、その都度皆で喜び、時には涙する

こともありましたが、全員で戦い抜くことができました。結果は

種目が勝ち上がり、計

せていただきました。そして

ターハイ出場を決めました。しかし大半の

り、いよいよ新体勢となっていきます。あっという間でしたが、色々

なことが起こり、その度に皆が助けてくれたおかげで、

を続けることができました。

いく結果を出せず、悔しい思いをした人もいると思いますが、その

思いを次の世代に託すと共に、このメンバーで良かったと全員が

思えたという点では「部活道」を極めることにまた少し近づけたと

います。この部で得たことを活かして、これからの勉強もがんば

っていきます。支えていただいた全ての皆さん、本当にありがとう

ございました。 

私はソフトテニス部で、２回戦に前年度優勝の都城商業と対戦

しました。２年生ペアの活躍により互角の勝負となりました。結果

負けてしまったけれど、最後まで諦めずに戦いました。私はベン

チでの応援だったけど、選手の緊張や辛さ、楽しさ全てを自分の

ことのように感じました。また共に頑張ってきた部の仲間や応援し

てくれた友人、休みを私たちの指導に充ててくださった江里先生、

陰ながらも支えてくれた両親には本当に感謝しています。後輩は

また来年もあるので、悔いの残らないよう完全燃焼してください。

宮崎県２位を目指して第４シードで始まった県高校総体は

結局４位で終わってしまった。僕は振り返ってみると部活し

かしてなかった。部活に遅れないために小テストの勉強や課

題を終わらせた。こんなにも部活に打ち込めたのはこんな僕

を受け入れてくださった先生方、学級のみんな、共に頑張っ

てきた仲間、常に味方でいてくれた家族、最後まで選手とし

て信じてくださった森先生を始めとする部顧問の先生方が素

晴らしい環境を整えてくれて、応援してくれたからだ。後悔

や苦しかった思い出はたくさんあるが、本当に楽しくて充実

した日々だった。本当に感謝で

勉強を頑張りたい。

私は陸上部の主将として県高校総体に参加させていただきまし

日間様々な結果があり、その都度皆で喜び、時には涙する

こともありましたが、全員で戦い抜くことができました。結果は

種目が勝ち上がり、計 14 名が先日行われた南九州大会へ参加さ

せていただきました。そして 1 名が勝ち上がり、

ターハイ出場を決めました。しかし大半の

り、いよいよ新体勢となっていきます。あっという間でしたが、色々

なことが起こり、その度に皆が助けてくれたおかげで、

を続けることができました。3 年生の中には自分の競技で納得の

いく結果を出せず、悔しい思いをした人もいると思いますが、その

思いを次の世代に託すと共に、このメンバーで良かったと全員が

思えたという点では「部活道」を極めることにまた少し近づけたと

います。この部で得たことを活かして、これからの勉強もがんば

っていきます。支えていただいた全ての皆さん、本当にありがとう

私はソフトテニス部で、２回戦に前年度優勝の都城商業と対戦

しました。２年生ペアの活躍により互角の勝負となりました。結果

負けてしまったけれど、最後まで諦めずに戦いました。私はベン

チでの応援だったけど、選手の緊張や辛さ、楽しさ全てを自分の

ことのように感じました。また共に頑張ってきた部の仲間や応援し

てくれた友人、休みを私たちの指導に充ててくださった江里先生、

陰ながらも支えてくれた両親には本当に感謝しています。後輩は

また来年もあるので、悔いの残らないよう完全燃焼してください。

ソフトテニス

宮崎県２位を目指して第４シードで始まった県高校総体は

結局４位で終わってしまった。僕は振り返ってみると部活し

かしてなかった。部活に遅れないために小テストの勉強や課

題を終わらせた。こんなにも部活に打ち込めたのはこんな僕

を受け入れてくださった先生方、学級のみんな、共に頑張っ

てきた仲間、常に味方でいてくれた家族、最後まで選手とし

て信じてくださった森先生を始めとする部顧問の先生方が素

晴らしい環境を整えてくれて、応援してくれたからだ。後悔

や苦しかった思い出はたくさんあるが、本当に楽しくて充実

した日々だった。本当に感謝でいっぱいである。これからは

勉強を頑張りたい。 

バスケット

私は陸上部の主将として県高校総体に参加させていただきまし

日間様々な結果があり、その都度皆で喜び、時には涙する

こともありましたが、全員で戦い抜くことができました。結果は

先日行われた南九州大会へ参加さ

名が勝ち上がり、4 年連続となるイン

ターハイ出場を決めました。しかし大半の 3 年生はここで引退とな

り、いよいよ新体勢となっていきます。あっという間でしたが、色々

なことが起こり、その度に皆が助けてくれたおかげで、

年生の中には自分の競技で納得の

いく結果を出せず、悔しい思いをした人もいると思いますが、その

思いを次の世代に託すと共に、このメンバーで良かったと全員が

思えたという点では「部活道」を極めることにまた少し近づけたと

います。この部で得たことを活かして、これからの勉強もがんば

っていきます。支えていただいた全ての皆さん、本当にありがとう

陸上部 澤野大夢

私はソフトテニス部で、２回戦に前年度優勝の都城商業と対戦

しました。２年生ペアの活躍により互角の勝負となりました。結果

負けてしまったけれど、最後まで諦めずに戦いました。私はベン

チでの応援だったけど、選手の緊張や辛さ、楽しさ全てを自分の

ことのように感じました。また共に頑張ってきた部の仲間や応援し

てくれた友人、休みを私たちの指導に充ててくださった江里先生、

陰ながらも支えてくれた両親には本当に感謝しています。後輩は

また来年もあるので、悔いの残らないよう完全燃焼してください。

ソフトテニス部 河野雄介

宮崎県２位を目指して第４シードで始まった県高校総体は

結局４位で終わってしまった。僕は振り返ってみると部活し

かしてなかった。部活に遅れないために小テストの勉強や課

題を終わらせた。こんなにも部活に打ち込めたのはこんな僕

を受け入れてくださった先生方、学級のみんな、共に頑張っ

てきた仲間、常に味方でいてくれた家族、最後まで選手とし

て信じてくださった森先生を始めとする部顧問の先生方が素

晴らしい環境を整えてくれて、応援してくれたからだ。後悔

や苦しかった思い出はたくさんあるが、本当に楽しくて充実

いっぱいである。これからは

バスケット部 中邨秀明

私は陸上部の主将として県高校総体に参加させていただきまし

日間様々な結果があり、その都度皆で喜び、時には涙する

こともありましたが、全員で戦い抜くことができました。結果は

先日行われた南九州大会へ参加さ

年連続となるイン

年生はここで引退とな

り、いよいよ新体勢となっていきます。あっという間でしたが、色々

なことが起こり、その度に皆が助けてくれたおかげで、1 年間主将

年生の中には自分の競技で納得の

いく結果を出せず、悔しい思いをした人もいると思いますが、その

思いを次の世代に託すと共に、このメンバーで良かったと全員が

思えたという点では「部活道」を極めることにまた少し近づけたと

います。この部で得たことを活かして、これからの勉強もがんば

っていきます。支えていただいた全ての皆さん、本当にありがとう

澤野大夢（3Ｊ）

私はソフトテニス部で、２回戦に前年度優勝の都城商業と対戦

しました。２年生ペアの活躍により互角の勝負となりました。結果

負けてしまったけれど、最後まで諦めずに戦いました。私はベン

チでの応援だったけど、選手の緊張や辛さ、楽しさ全てを自分の

ことのように感じました。また共に頑張ってきた部の仲間や応援し

てくれた友人、休みを私たちの指導に充ててくださった江里先生、

陰ながらも支えてくれた両親には本当に感謝しています。後輩は

また来年もあるので、悔いの残らないよう完全燃焼してください。

河野雄介（3K）

宮崎県２位を目指して第４シードで始まった県高校総体は

結局４位で終わってしまった。僕は振り返ってみると部活し

かしてなかった。部活に遅れないために小テストの勉強や課

題を終わらせた。こんなにも部活に打ち込めたのはこんな僕

を受け入れてくださった先生方、学級のみんな、共に頑張っ

てきた仲間、常に味方でいてくれた家族、最後まで選手とし

て信じてくださった森先生を始めとする部顧問の先生方が素

晴らしい環境を整えてくれて、応援してくれたからだ。後悔

や苦しかった思い出はたくさんあるが、本当に楽しくて充実

いっぱいである。これからは

中邨秀明（3K）

私は陸上部の主将として県高校総体に参加させていただきまし

日間様々な結果があり、その都度皆で喜び、時には涙する

こともありましたが、全員で戦い抜くことができました。結果は 11

先日行われた南九州大会へ参加さ

年連続となるイン

年生はここで引退とな

り、いよいよ新体勢となっていきます。あっという間でしたが、色々

年間主将

年生の中には自分の競技で納得の

いく結果を出せず、悔しい思いをした人もいると思いますが、その

思いを次の世代に託すと共に、このメンバーで良かったと全員が

思えたという点では「部活道」を極めることにまた少し近づけたと

います。この部で得たことを活かして、これからの勉強もがんば

っていきます。支えていただいた全ての皆さん、本当にありがとう

Ｊ） 

私はソフトテニス部で、２回戦に前年度優勝の都城商業と対戦

しました。２年生ペアの活躍により互角の勝負となりました。結果

負けてしまったけれど、最後まで諦めずに戦いました。私はベン

チでの応援だったけど、選手の緊張や辛さ、楽しさ全てを自分の

ことのように感じました。また共に頑張ってきた部の仲間や応援し

てくれた友人、休みを私たちの指導に充ててくださった江里先生、

陰ながらも支えてくれた両親には本当に感謝しています。後輩は

また来年もあるので、悔いの残らないよう完全燃焼してください。 

） 

宮崎県２位を目指して第４シードで始まった県高校総体は

結局４位で終わってしまった。僕は振り返ってみると部活し

かしてなかった。部活に遅れないために小テストの勉強や課

題を終わらせた。こんなにも部活に打ち込めたのはこんな僕

を受け入れてくださった先生方、学級のみんな、共に頑張っ

てきた仲間、常に味方でいてくれた家族、最後まで選手とし

て信じてくださった森先生を始めとする部顧問の先生方が素

晴らしい環境を整えてくれて、応援してくれたからだ。後悔

や苦しかった思い出はたくさんあるが、本当に楽しくて充実

いっぱいである。これからは

） 


