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文科情報科歓迎会の内容 

 4月１２日（火）に、文科情報科生集会を開催しました。

この集会は、１年生の文科情報科生を２・３年生が歓迎

するためのものです。まず、最初に文科情報科主任の篠

田先生が文科情報科生に求めることについて話しまし

た。その後、生徒によるＳＧＨ（スーパーグローバルハイス

クール）活動についての説明や台湾研修報告が行われ、

ＳＧＨについて理解を深めました。最後に、学年の枠を超

えた交流会、２・３年のクラス紹介ＣＭ上映がありました。

多彩な文情科生の先輩達の活動や人間性に触れ、新

入生も文情科生となったことを実感したのではないでしょ

うか。 

 

文科情報科主任挨拶 

               文科情報科 主任 篠田 俊彦 

入学後すぐに行われた「文科情報科入科式」、「新入生

宿泊研修」、「探究」の授業等、慌ただしくも新年度の文

科情報科がスタートした。 

 ところで、文科情報科は平成元年度に誕生した学科で

はあるが、「大宮高校百年史」によると、その設置構想は

昭和５０年頃からあったと記載されている。その頃は科学

技術が著しく進歩し、コンピューター生産においてアメリカ

を凌ぐ、勢いの時代だった。時を経て、国際化や情報化

に対応できる人材の育成を目指し、１５年間あたためてき
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Contents of Communicative Humanity Course 
General Meeting 

On April 12, 2016, the 1st general meeting of 
Communicative Humanity Course (CHC) was 
held. The main purpose of this meeting is to wel-
come the new students. First, Toshihiko Shi-
noda, director of CHC, delivered a welcome 
speech. Next, they explained what SGH is and 
about the field trip in Taiwan. Finally, the stu-
dents were given time for free talk among small 
groups, which helped the new students familiar 
with both seniors and the activities of CHC. 

 

Welcome speech by Director of CHC 

The new school year has just begun. Communi-

cative Humanity Course (CHC) was founded in 

1989. It’s said that the initial idea of founding 

CHC dates back to 50 years ago. At the time, 

Japanese technology was advancing remarkably 

and the Japanese economy was a great success. 

After that, in order to foster students who can 

cope with complex information or international 

affairs, the foundation of CHC was decided. We 

have to bear in mind the purpose of CHC. Also, 

this is the second year of SGH, so it’s a good 

chance to consider how to become internation-
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た「文科情報科」が平成元年度に誕生した。鴎外が、「情

報」を「情けの報せ」と読み、人間味のある温かい心を持

ち、社会に役立つようにとの当時の期待に今後とも応えて

いきたい。同時にＳＧＨ指定２年目に入り、国際的に活躍

できるグローバル・リーダーの育成にも取り組むことで、新

たな文情ブランドを築き上げていきたい。 

 

文科情報科新入生歓迎挨拶 

 一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして、

ようこそ文科情報科へ。先日の文科情報科集会（新入生

歓迎会）はいかがでしたか。先輩方との話等を通じて、文

科情報科の雰囲気を少しは味わうことができたのではな

いでしょうか。集会においてどう感じたかに関わらず、すぐ

に文科情報科で良かったと思える日がくるはずです。それ

は勉強面でも、探究やＳＧＨでも、また先輩や同級生との

交友関係という点においてもいえることです。文科情報科

としての高校生活を、より満足できるものにしたいと思うの

であれば、ぜひＳＧＨの行事に参加したり、各行事の実行

委員になったりしてみてください。きっと自分にとって良い

経験になると思います。高校生活は本当にあっという間で

す。３年後の自分を見据えつつ、日々の生活を楽しんで

ほしいと思います。 （３年Ｊ級 落合瑠美） 

ally-minded.  

 

 

 

 

 

Welcome speech by the student 

 ( Rumi Ochiai, 3J) 

Congratulations! Welcome to our school. How 
was the first assembly of Communicative Hu-
manity Course (CHC)?  You must have under-
stood what CHC is like through the communica-
tion with second and third year students. You’ll 
soon be accustomed to your school life and feel 
that you have made the right decision. If you 
want your high school life to be satisfactory, 
please take part in the events of SGH positively, 
or try to be part of the executive committee 
members of events of Omiya Senior High School. 
I’m sure that it’ll be a rewarding experience. 
Time passes quickly. I really hope that you’ll en-
joy your school life. 
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