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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

2016 

April 

Contents of Communicative Humanity Course 
General Meeting 

On April 13, 2016, the 1st general meeting of 
Communicative Humanity Course (CHC) was 
held. The main purpose of this meeting is to 
welcome 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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「裾野は広く 志は高く」 
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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. 

2016 

April 
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宿泊研修に向けて 

１年生最初の「探究」の時間に、架空の「宮崎大宮SGH

株式会社」社長役の植田教頭先生から、「我が社は経営

不振であるため、業績回復を狙い、宮崎県の地域資源を

活かした企画立案コンテストを行う」と新入社員（１年文

情科生）に指示がありました。その後、12のグループに分

かれて、まずは対象とする地域資源の抽選会を行いまし

た。「京いも」や「どぶろく」など地元である宮崎の人にとっ

ても「そんなものもあるのか。」と思わせるような地域資源

ばかり。想像すらできないグループもありました。 

■今回抽選で選ばれた「地域資源」 

Ｉ１チーム：ＳＰＧ   Ｉ２チーム：のぼりざる 

Ｉ３チーム：かんしょ   Ｉ４チーム：オオニベ 

Ｉ５チーム：小清水栽培米 Ｉ６チーム：どぶろく 

Ｊ１チーム：クエ  Ｊ２チーム：ホヤ 

Ｊ３チーム：小松原焼 Ｊ４チーム：京いも 

Ｊ５チーム：フクロフノリ Ｊ６チーム：しいら 

宿泊研修において新企画を立案するために必要な地

域資源の情報を、誰がどのように調べていくのかを各グ

ループで話し合い、打ち合わせをしました。入学してまだ

１週間。最初は緊張した面持ちでしたが、この打ち合わせ

では話が盛り上がるケースも。最後に部長役の先生方か

ら、社長からのプレゼントとしてアイディアを生み出せると

いう質問集（オズボーンの73の質問）が配られました。宿

泊研修まであと２日。ここでの情報収集が企画立案を左

右するため、どのグループも真剣そのものでした。 

2016 
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Preparation for the Intensive Training 

During the first class of Tankyu (Research Pro-
ject), the president of the imaginary company, 
Mr. Ueda, delivered a speech to new staff mem-
bers of his company (freshmen). The name of 
the company is Omiya SGH Company. “Our com-
pany is on the edge of going bankrupt, so I need 
your help. You have to make plans to readjust 
our company. Your plans have to be based on 
the resources of Miyazaki.”  1st year students 
were divided into 12 groups to make plans and 
the resources for each group were provided.  
Some groups looked at a loss of what to do be-
cause they were unfamiliar with resources. 

Class 1I 

group 1 (SPG), group 2 (Noborizaru), group 3 
(Kansho), group 4 (Oonibe), group 5 (Koshimizu-
Saibai-mai), group 6 (Doburoku) 

Class 1J 

group  1  (Kue),  group  2  (Hoya),  group  3 
(Komatsubara-yaki), group 4 (Kyo-imo), group 5 
(Fukurofunori), group 6 (Shiira) 

It had been only a week since they got into 
Omiya Senior High School. However, they seri-
ously discussed how they should gather infor-
mation. Then, President Ueda gave a special 
present to each group: 73 questions by Osborn. 
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宿泊研修１日目 

■情報の共有・アイディアの創出 

 会場である高鍋町の県立農業大学校・農業研修セン

ターに到着し、さっそく活動が始まりました。前回の探究の

時間にくじ引きした「地域資源」について、インターネット上

の情報だけではなく、「米屋にいって聞いてきました」「お

父さんにどぶろくを飲んでもらいました」など、生の情報

（一次情報）を短期間で集めてきているグループもありま

した。この情報をもとに、グループ内でアイディアを創出

し、午後に行われる「オールみやざきインタビュー」に向け

て準備しました。 

■「オールみやざきインタビュー」「アイディアの精緻化」 

 午後からは、グループで手分けして産官学それぞれの

方々の前で自分達のアイディアを発表し、意見をいただ

く、「オールみやざきインタビュー」を行いました。宮崎県

庁総合政策部の森さん・岡部さん、宮崎銀行の星原さ

ん・長濱さん・田中さん・日高さん、宮崎大学の國武先生

からは、現場最前線で取り組まれている生の話を織り交

ぜながら、アドバイスをいただきました。 

  このインタビューの結果をもとに、各グループにもどりア

イディアを練り直していきました。しかし、このころになると

行き詰まりが出るグループもあります。そこで、議論が停

滞したグループには「ミーティング」が開かれ、議論の流

れを社員役の生徒が説明した後に、社長役と秘書から質

問が投げかけられ、不足していることは何か、気づかされ

ました。そして、最後には停滞した議論を再び活性化させ

る秘密のカードが渡され、また議論を始め、明日の発表

に向けてポスターを作成しました。 

1st Day of the Intensive Training  

The 1st day of the intensive training at ‘Takanabe 
Nogyo Daigakkou’. 

First, they talked about how they tried to 
gather information other than the Internet. It 
seemed that they tried their best. After that, 
they discussed the ideas in each group. 

In the afternoon, ‘All Miyazaki Interview’ was 
conducted. The students were divided into three 
groups and each group had lecturers from Miya-
zaki Prefectural Government, Miyazaki Bank and 
Miyazaki University. The lecturers gave some 
advice from their point of view concerning the 
plans given by each group. This event was a very 
valuable experience to each student. 

  

4/18 
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 2nd day of the Intensive Training 

In the morning, students had an agriculture ex-
perience. Under the direction of the staff, they 
planted baby potatoes. After that, they ate to-
matoes and strawberries, which were much 
more delicious than they had expected. 

 

Poster Session 

At last, the time came for each group to deliver 
their presentations. Their presentations were 
conducted in the form of poster sessions. They 
tried their best until the very end. 

 

The Results (voted by students) 

1st prize:  group 4, class 1J, “Kyoimo-Nidai-
Kakumei” 

2nd prize: group 6, class 1I, “Miyazaki-doburoku-
de-kaishawo-sukuu” 

3rd prize: group 6, class 1J, “Low karorie-de-oishii
-siira-hinata-burger” 

The Results (voted by teachers) 

1st prize:  group 5, class 1J, “Fukuro-funori” 

2nd prize: group 6, class 1I, “Miyazaki-doburoku-
de-kaishawo-sukuu” 

4/19 

Tue. 

宿泊研修２日目 

■農業体験「芋の植え付け」 

 今回は「地域資源」を活用したプロジェクトを行っていま

す。すがすがしい朝に、宮崎の強みともいうべき「食」を支

える農業を体験しました。サツマイモの苗を切り取った

後、係の方のアドバイスをいただきながら、芋の苗を植え

付けたり、イチゴ・トマトの収穫体験もさせていただき、食べ

たことのないおいしさに、食の奥深さを感じました。 

■ポスターセッション 

 いよいよ、この数日考えてきた「地域資源を活用したア

イディア」の発表の時がやってきました。どの班も直前まで

準備に最善を尽くしていました。そして本番。グループのメ

ンバーで協力してポスターにまとめたアイディアを相手に

伝えようと一所懸命にプレゼンしていました。 

 

■ポスターセッションの結果 

【社員(生徒)投票の部】 

最優秀賞 Ｊ４チーム「京いも二大革命」 

優秀賞 I６チーム「宮崎どぶろくで会社を救う！」 

優秀賞 J６チーム「Ｌｏｗカロリーでおいしいら ひなたバーガー」 

 

【役員（職員）投票の部】 

最優秀賞 J５チーム「内側からも外側からもキレイになるっちゃが」 

  （フクロフノリ） 

優秀賞 I６チーム「宮崎どぶろくで会社を救う！」 

優秀賞 Ｊ４チーム「京いも二大革命」 
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J６チーム「Ｌｏｗカロリーでおいしいら ひなたバーガー」 

高タンパクでビタミンDが他の食品より多い、シ

イラを使った、健康志向の人々向けのハン

バーガーの提案 

Ｉ３チーム「かんしょ～かんしょのこれからの道」 

かんしょのビタミン・食物繊維と、ヨーグルトの

カルシウム・乳酸菌を組み合わせ、美容や大

腸がんに効果のある「かんグルト」の提案 

Ｉ２チーム「知られざるのぼりざるのひみつ」 

延岡の「のぼり猿」をより身近に感じてもらうた

め、安価な子供向け玩具としてご当地のぼり

猿を提案 

Ｉ１チーム「ＳＰＧの水革命」 

 南九州に堆積するＳＰＧ（シラス多孔質ガラ

ス）を使用したキャップ（ペットボトルにつけて

使用する簡易浄水器）の提案 

I６チーム「宮崎どぶろくで会社を救う！」 

どぶろくに宮崎の神話を組み込み、神楽のス

トーリーを組み込んだどぶろくツアー、神楽面

を施したどぶろくフェイスパックなどの提案 

I５チーム「一石二鳥でもうかるお米発見!!」 

小清水栽培米に皇室献上ストーリーを組み

込み、小清水栽培米を使用した天皇のおに

ぎり、お米の魔法（化粧水）など提案 

Ｊ４チーム「京いも二大革命」 

市場に出せない京いもを使用した、安価でヘ

ルシー食品の提案（京いもプリン・たけのこ芋

の里・おつまみなど） 

J３チーム「陶器産業開発計画」 

小松原焼をその紋様から魚料理を扱う店を

ターゲットにする提案、クラウドファンディング

の返礼品として贈るプランなどを提案。 

J５チーム「内側からも外側からもキレイになるっちゃが」

栄養価の高いフクロフノリに日向夏など県産

品をコラボさせたドレッシングとシャンプーの

提案｡ 

Ｊ１チーム「ギャップに萌えろ!!」 

外国人向けのクエを食す観光ツアー提案、

貴重な食材の価値を知ってもらうための国内

の都市部の高級料理店向けの出品の提案。 

Ｉ４チーム「銀ノ幻魚」 

オオニベのブランド化を行い、「冬を食す会」

を行い、地域から少しずつ全国へ認知度を

広げていくアップのための提案。 

J２チーム「動くホヤで会社を救う!!」 

ホヤの養殖を行い、弁当にホヤ料理、店頭

でのホヤ販売、県物産館でのホヤブース設

置、ホヤを使用した美容商品の提案 
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ＰＢＬⅡ「食と健康プロジェクト」 
 

 ４月の宿泊研修（プロジェクト学習Ⅰ[ＰＢＬⅠ]）では「地

域資源」を素材に、「オズボーン７８の質問」を活用したア

イディアを創出しポスター発表を行いました。 

 そして、４月から６月の１年生の探究の時間には、ＰＢＬ

Ⅱとして「食と健康」をテーマとしたアイディア創出を行い

ました。 

 「食と健康」というキーワードは、本校のＳＧＨ課題研究

で取り組む大テーマで、このキーワードから発想した新し

いアイディアの実現を目標に、研究テーマを設定していく

ことになります。 

 プロジェクトⅠにひきつづき、黒木和樹先生によるワーク

ショップ形式で新しいアイディアを創出・絞り込み、そして

アイディアの実現に向けたプランの設計までを思考フレー

ムを提示し、教えていただきました。このアイディアを発散

し収束させていくプロセスは、さまざまなプランを作るとき

だけではなく、後の課題研究にもあてはまる考え方です。 

 

 

おみくじが配られて新チーム 
 宿泊研修のチームで反省をした後、突如「おみくじ」が

配られました。それぞれおみくじにはありがたい？メッセー

ジとともに番号が書いてありました。実はこれが新しいチー

ムの番号だったのです。しかも、今回は先生達にもおみく

じが配られたのです。 

 今回は、生徒のチームに加え、先生達のチームもつくら

れ、生徒が先生達のチームの発想を超えられるかが試さ

れることになります。  

 

 

 

2016 

May June 

Project Based Learning Ⅱ  

  Since the intensive training in April, during 
classes of Tankyu, the 1st graders have been 
learning  several  methods  to  generate  out-
standing ideas. The theme ‘Food and Health’ is 
the main theme of Omiya High School SGH, so 
ideas of each groups should be based on it. 

  Under the instruction of Mr. Kazuki Kurogi, 
new ideas are created, narrowed, and then re-
vised for proposal. The process in which stu-
dents create or narrow their ideas will surely be 
useful, not only for making detailed plans, but 
also for their future study. 

 

 

 

New groups  

  ‘Omikujis’ are given to all students on which 
constructive advice and the number are written. 
The number represents a new group for each 
student. Teachers also are given ‘Omikujis’. The 
teachers as well as the students are supposed to 
participate in this project. 
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「マンダラート」でテーマを拡散しアイディアの発想 
 今回は、「マンダラート」というフレームワークを使用しま

す。これは、強制的に発想をするためのフレームワークで

す。各チームで「食と健康」をコアのキーワードとし、ここか

ら連想する抽象的なキーワードをサブワード①～⑧に記

入します。そして、そのサブワードから連想する具体的な

キーワードをさらにまわりに８つ書

いていくワークショップを通して、

テーマを６４個のキーワードに拡

散させました。そして６４個のキー

ワードから２つ選び組み合わせ

て、新しくて斬新なアイディアを作

りました。 

 アイディアを作っているときは、

生徒も先生も夢中になり、アイ

ディアをチームで共有しているときは、笑い声も聞こえる

などにこやかな表情で、どのチームも楽しそうでした。 

 

「トレードオフマトリックス」を使って収束 
 前回は「マンダラート」でテーマを拡散させ、キーワードを

組み合わせてチームの一人一人が発想した６つ程度の

アイディアを「アイディアストーリー」にまとめました。 

 今回は、フレームワーク「トレードオフマトリックス」を使っ

て、独創性・実現可能性という２つの軸で検討し、３つに

絞り込みます。 

 まず、チームのメンバーでこの２つの観点でそれぞれの

アイディアを数値化します。これを、独創性を縦軸と実現

可能性を横軸にとった２軸図の上に配置してみます。そう

すると、数値化して客観的に評価したつもりでも、それが

比較する中で「こちらの方がいいんじゃないか」などぶれる

ことから、客観的にしたつもりでもいかに主観的に物事を

捕らえているかも気づかされました。 

 

‘Mandarato’ 

The  framework  called  ‘Mandarato’  is  the 
method to force the students to think of some-
thing. The students used Mandarato’ for the 
‘Food and Health’ topic. The key word ‘Food and 
Health’ was in the center of a board, and 8 
words concerning the key word are chosen. 
Then 64 words in relation to 8 words are se-
lected. Next, two out of 64 words were mixed in 
order to generate the new idea. During this 
process, both students and teachers looked very 
happy. 

 

 

‘Trade-off’ 

Students learned a framework called ‘the Trade-
off matrix’. It uses two criteria; originality and 
feasibility.  This practice gave participants an 
objective viewpoint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/13,19 
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「3C/4C」を使って立場・視点を変え最もよいもの

はどれか検討する 
 前回、各チームで３つまで絞ったアイディアを、今回はフ

レームワーク「３Ｃ／４Ｃ」を使って、立場・視点を変えて

検討しました。「顧客」「自社」「競合」の３つの立場に立

ち、それぞれの立場からの視点にたった質問に、チーム

で協力して答えていく中で、３つのアイディアの中でベスト

アイディアが選ばれていきました。「給食レストラン」「農業

マイスター制度」「老人の、老人による、老人のための部

活」など独創的で実現可能性もあるものにブラッシュアッ

プされてきました。 

  

「フローチャート」で計画を立て、検討する 
 このプロジェクト学習Ⅱでは、ベストアイディアを選び、そ

のプロジェクトの実現のためにどのような手順で準備すべ

きかをフローチャートに整理していきました。「このプロジェ

クトのゴールは何か？」「これを実現するためにはどのよう

な準備が必要か？」と真剣な議論が続きます。 

 自分達が考えたアイディアを実現するためのフロー

チャート。一見すると立派に見えますが、論理的に飛躍し

たり破綻していることがあります。自分達の作ったフロー

チャートが論理的に飛躍・破綻していないかを「逆・裏・対

していきました。 

 

 

 

 

 

 

 
  

‘3C/4C’ 

The  next  framework  students  learned  was 
‘3C/4C’. This framework requires participants to 
make questions from three different viewpoints; 
the customers, their own company, and the 
competitive company. Through the process of 
answering the questions, the best idea among 
three ideas was selected. 

 

‘Flow Chart’ 

After choosing each group’s best idea, they 
should make plans to realize their goal. They 
tried to make the procedure clear by using a 
‘Flow chart’. This will be the most important 
activity for them along with deciding the theme 
of their research project. 

When we are doing research, we often fall into 
the state of logical leap or logical failure. In or-
der to avoid this, we have to check our ideas 

logically. Then the ‘inspection method’ － check 
something from the view point of ‘not necessar-

ily’ － is effective. 

 

5/27,6/3 
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各グループのアイディア 
Aチーム「給食レストラン」 

 ビジネス街で働くサラリーマンをターゲットに、栄養士の

立てた献立をもとにつくられた給食。内装を懐かしい学校

の教室のようにすることで、他店との差別化も図る。 

 

Bチーム「全日本農業マイスター選手権」 

 国が都道府県で数人ずつの農業マイスターを指定。トラ

クター・コンバイン・田植えなどの農業機具や農業技術を

競い合う農業イベントの開催を提案。 

 

Cチーム「歯磨き博士になろう! In Summer」 

 自由研究に悩める小学生を対象とした歯磨き粉メー

カーによるプロジェクト。大学の歯学部と連携し、「歯磨き

粉の成分」「昔はどうやって歯磨きをしていたか」などを科

学的に解明する。気分は科学者。 

 

Dチーム 「安全・安心な給食を食べるプロジェクト」 

 食材はその地域のもの、場所は廃校等を使い、なつか

しさを感じながら栄養バランスのとれた安全・安心な給食

風の料理を食べるプロジェクト。 

  

Eチーム「和食のすばらしさを体験してもらうプロジェクト」 

 地域の子ども達を対象にかかしづくりと稲刈り体験を行

い、昼食として地元の食材を使った和食を食べることを通

して和食のすばらしさを体験してもらい、子ども達の農業

に対する関心を高める。 

 

Fチーム「お化け屋敷低カロリー料理店」 

 低カロリーのトマト料理店。ヘルシーで量も少なめの料理

を提供する店だが、１週間に１回はお化け屋敷となる。こ

れが食欲減退効果を促し、食事制限をしている人の外食

におすすめ。 

 

Gチーム「部活動ができる老人ホーム」 

 「老人の老人による老人のための部活」ができる老人

ホームを設立します。ウォーキングクラブからコーラスクラ

ブまであり、地域のスポーツクラブや小学校のクラブ活動

と協力する。 

 

Hチーム「体質を改善する宿泊施設」（教員チーム） 

 体質を改善したくても自己管理ができない20～40代の

女性がターゲット。エクササイズマシーンや温泉プール等

を設置。宿泊中、専門のトレーナーのもとで運動・測定

し、一人一人に応じた体質改善プログラムが提案される。 

 

 

 

Iチーム「らいふ～生活習慣の記録・計画を支援」 

 健康的な生活を送るためのスケジュール帳。栄養士の

監修による健康レシピもついている。ダイエット向け、糖尿

病向けなど目的に応じた手帳となっており、献立の支援

をしてくれる。  

 

Jチーム「農業でダイエット・健康な体づくり」 

 農業の楽しさを経験し、ダイエットもできるというプロジェ

クト。筋肉をつけたい人、スタイリッシュになりたい人など目

的に応じたコースがある。チームで１つの作物を育て、愛

着がわくことで、長続きする。 

 

Kチーム「若者のための給食」 

 不摂生な若者の食事による栄養バランスの偏りを解決

する。管理栄養士さんが作ったメニューだが、その日何を

食べるかは自分で考えて注文する「自分で考える給食」

がポイント。これが、給食センターから配達される。 

 

Lチーム「エステ・ダンスと地元食材を使ったレストラン」 

 エステ・ダンス施設では、その人に最も効果のある運動

をプロ講師から学べる。ダンス施設では気軽に爽やかな

汗を流し、エステでは体のリフレッシュを行う。また、地元

食材を使ったレストランでは、食生活の見直しもできる。 

 

Mチーム「サラリーマン向けの給食カフェ」 

 サラリーマン向けに低コストで栄養のある給食をランチで

提供するカフェ。配達も行っている。地産地消にこだわ

り、栄養を重視する。 

 

Nチーム「野菜オリンピック」 

 日本で生産されている野菜のビタミンの量や質、大きさ

や甘さを競う祭典。これによって野菜の知名度をあげ、消

費量を増やし、国民の健康意識も高める。 

 

Ｏチーム「植林ダイエット」 

 ゴミ拾いをしながら山に登り植林することで、体を動かし

ながら緑を増やし、ダイエット効果を期待するもの。参加

者は達成感と山の幸を得られ、林業関係者は植林の手

伝いをしてもらえる。 
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台湾研修報告 
今年度初めての探究は、３月の台湾研修の報告で始

まりました。グループリーダーを務めた３人が、台湾研修

の活動内容や、台湾で学んだこと、感じたことなどをプレ

ゼンテーションしました。SGH指定を受けて、最初の海外

研修であったこの台湾研修の感想を聞いて、他の生徒達

も夏の海外研修に期待を膨らませました。 

 
夏の海外研修案内 
 続いて、７月下旬から８月上旬にかけて予定されてい

る、海外研修の説明プレゼンテーションを行いました。今

後、シンガポール、台湾、ベトナムの３カ所から自分の課

題研究に合った研修場所を選んでいきます。 

 

感想 
２J 樋渡 碧 
海外の話を聞くと、やはりわくわくします。世の中には自

分が知らない世界が広がっていて、そのすべてを見ること

はできなくとも、実際に言ったり、このような現地に行った

人の話を聞いたり、プレゼンを見たりすることで、自分の世

界がほんのちょっとだけ広がったような気がします。私は

台湾研修に参加したのですが、研修報告を見る事によっ

て、その時の気持ちが写真とともによみがえってきたよう

な感じで、なつかしい！楽しかったな！！と思うのと同時

に、行ってきて帰ってきたからこそ感じられる、宮崎の今

後の課題や宮崎にしかないものを感じ、この気持ちやモ

チベーションをキープして、今後探究活動に参加すると、

新たな視点からの意見が生まれるのではないかと思いま

した。  

 

 

 

2016 

April 

Report on Trip to Taiwan 
The fist SGH class this school year started with the report 
on the SGH project trip to Taiwan which was held last 
month.  Three students who were the leaders of the trip 
made a presentation in front of other 2nd graders.  They 
inspired other students to take part in the SGH summer 
trips to foreign countries. 

 
 
Oversea Program Guidance 
 Followed by the report on the Taiwan trip, three teachers 
made presentations on the SGH trips which are planned 
to be held in summer.  The Omiya SGH oversea program 
will be taking place in Singapore, Taiwan and Vietnam.  
The students will choose which place they visit in accor-
dance with their own research project.   
 
Student’s Comment  
-Aoi Hiwatashi  
I’m excited to have listened to the presentation about 
going overseas.  I live in Japan and there are many 
places in the world that I don’t know about.  By listening to 
these presentations, I feel that I have learned a little more 
about the world.  When I saw the presentation on Singa-
pore, I saw many differences between Singapore and 
Miyazaki.  It helped me to think of solutions to problems 
we face in Miyazaki.  I think watching these presentations 
will help me in the future.  I’m very excited to learn more 
about the world.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

宮崎大宮

ＳＧＨ 
宮崎大宮高等学校 

文科情報科×ＳＧＨ通信 

× 

Miyazaki-Omiya 

２年探究活動の開始 

宮崎大宮高等学校 文科情報科×ＳＧＨ通信 Vol.4 

2nd Graders’ SGH Research Project started. 

4/13 
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留学生の選んだユニットは 
今回の２年探究では、６月15日の宮崎大学の先生方

の前で行う研究概要発表会のプレゼンテーションの準備

を行いました。 

今年度から文科情報科のクラスで共に勉強している留

学生のアリーシャさんも、参加する探究活動のユニットを

決定するために、ユニットごとにメモを取りながらインタ

ビューをして回りました。文情生はできるだけ日本語で、で

も分からない時には英語で研究内容を苦労しながら説明

しました。 

そして、選んだユニットは、男子３名の活動する『自殺率

の低下』に取り組むユニット。外国人の視点を取り入れる

ことができるのは大きなメリットになることでしょう。 

 

留学生アリーシャのコメント 
宮崎大宮高校の２年生には「探究」と呼ばれる授業が

あります。この授業では、生徒がグループを作り、自分た

ちが改善したい宮崎の課題を選びます。選ばれたテーマ

の中には、宮崎に観光客を引き付けるにはどうすればよ

いか、正しいごみ処理の仕方、農業の活性化や六次産

業化についてなどがあります。生徒は、研究テーマを作

り、大学の先生からの協力を受け、調査・研究を行い、社

会の役に立つ、実現可能な解決策を考案するのです。

私はこの授業は本当に素晴らしい授業だと思いますし、

本当に良い時間であると思います。それは率先的な課題

解決を促すこととでしょうし、社会についての興味関心を

喚起することと思います。また、これらの解決策やアイディ

アは、宮崎の課題解決に大いに役に立つことと思います。 

 私はこの活動の一員になれてとても嬉しく思いますし、

学校の授業がこうして実社会で役に立つものであることを

素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。 

Student from US joined  
Alicia chooses a unit 

Today we prepared for the presentation which 
will be held on June 15.  Students will have to give a 
presentation about what they are researching for 
their projects in front of professors from the Univer-
sity of Miyazaki. 
  At the beginning of this year, we welcomed a new 
student from the United States; Alicia.  Today she 
interviewed all of the 24 research units to get to 
know what the Omiya students are researching. 
 
 
 
 
 

Alicia’s Comment  
 At Miyazaki Omiya High School, there is a class 
that second year students take called Tankyu. Dur-
ing this class the students got into groups and 
chose problems they saw about Miyazaki that they 
wanted to try to fix. Some of the topics chosen were 
how to draw more tourists to Miyazaki, how to prop-
erly take care of trash, and how to make farming a 
more profitable and cohesive industry.  They will 
create a thesis, do investigative research with and 
from college professors, and devise a beneficial and 
plausible solution. I think that this is a really amaz-
ing class and a really good use of time. It encour-
ages proactive problem solving and makes students 
more aware and enthusiastic about community. It 
also helps Miyazaki city – these solutions and fresh 
ideas could really help to alleviate the issues! 

I am very happy to be a part of this project and 
really appreciate such a real-world application of 
school.   

Thank you! 

4/20 
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アイディアを生み出す 

 本日の探究では、各ユニットが分野別に分けられ、分野

ごとに担当の先生が発表されました。研究テーマとその

目的、研究方法を話し合う中で、ブレインストーミングや２

軸図、バリューグラフなどを使って多くのアイディアを出し

ていきました。先生方のアドバイスもあり、より先の展望も

持つことができました。 （渡辺紗梨） 

 

 

ユニット進捗状況 Vol. 1 -「ゴミ問題」  

 

 私たちのユニットは、きれいな街づくりを目的とした「ゴミ

問題」というテーマで活動しています。今回はこの問題を

どのような方法で解決していくかを話し合いました。もとも

とは心理学的なアプローチで研究を進めていこうと考えて

いたのですが、話を進めていく中で、多くのアイディアが生

まれてきて、様々な方向からの解決策を考案することが

できました。実現可能で、誰も思いつかないようなものを

見つけていくのはともて難しいと感じました。これから課題

解決へと導くことができるのか不安ですが、ユニットのメン

バーと先生と試行錯誤していきながら、テーマに合った研

究方法を設定してより良い研究を進めていきたいです。

（渡辺紗梨） 

 

 

2016 

May 

Producing Innovative Ideas 

Our second grade Tankyu research units were catego-

rized into nine groups today and now we have teachers 

who are in charge of our groups. In trying to find the ways 

to solve problems, we came up with various ideas by 

using such skills as brainstorming, double axis charts, and 

value graphs. Thanks to our teachers’ advice, we were 

able to broaden our outlook for our research project.(Sari 

Watanabe) 

 

Unit Report Vol.1 

 Waste Management 

Our unit is doing research on how to keep the town 

clean and beautiful. In Today’s Tankyu class, we talked 

about the strategy to achieve this aim. 

At the beginning, we were thinking of applying only a 

psychological approach to tackle this issue. As we talked, 

however, we came up with various ideas from various 

kinds of viewpoints. It is still very difficult to find an innova-

tive idea which is plausible at the same time. Even though 

we have many difficulties, we are hoping to do great re-

search on the theme by repeating trial and error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

宮崎大宮

ＳＧＨ 
宮崎大宮高等学校 

文科情報科×ＳＧＨ通信 

× 

Miyazaki-Omiya 

２年課題研究テーマ設定 

宮崎大宮高等学校 文科情報科×ＳＧＨ通信 Vol.5 

2nd Graders setting Tankyu research themes 

5/11 
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相談ブース開設 

今週は、先週決定したユニットの担当の先生方と相談

しながら研究テーマや方法などを決めていきました。ま

た、先生方による相談ブースが2カ所設けられ、考えが上

手くまとめられないユニットなどが活用して、様々なアドバ

イスを受けながら、話し合いを進めていました。 

来週からは、多くのユニットが具体的な研究方法につ

いてアイディアを出しあい、整理する作業に入ります。 

ユニット進捗状況Vol.2 -「自殺率の低下」 

 僕たちのユニットは、医療分野で「宮崎県の自殺率を低

下させるにはどうしたらよいか」というテーマの下、計画を

進めています。自殺の原因の大半が精神疾患にあること

がわかり、精神疾患の予防法について調べようと決めまし

た。その中でセロトニンという物質が脳に作用し、精神疾

患の予防になるのではないかという仮説がたちました。あ

る程度計画が固まったと思い、黒木先生がいらっしゃる

相談ブースに行きました。ですが、僕たちの計画は後半

部分が粗雑すぎると指摘がありました。また、最終的な

ゴールと、現在研究しようとしていることの間に飛躍があり

すぎるという指摘も受けました。実験をするときは、人間

相手にすると医療行為になるというアドバイスも受けまし

た。昨年素晴らしい研究をされていた先輩方と、黒木先

生の知識量の豊富さを改めて痛感するとともに尊敬しま

した。これから研究を進めていく中で、迷ったり悩んだりす

ることがあるとは思いますが、そういった所も含めて探究を

楽しんでいきたいです。（菊池孝輔） 

“Opening the consulting areas” 

This week, we decided our research topic. We 
could get some advice from teachers when we 
didn’t know what we should do in consulting 
areas. From next week, we will move on to mak-
ing a research plot. 

 

 

“Decrease in suicide rate” 

We are researching how to decrease the suicide 
rate. We have known that the main reason for 
suicide is psychiatric disorder and decided to do 
research about the prevention of disorders. We 
assume that serotonin may resolve the problem. 
However, Kurogi sensei pointed that our re-
search leaps in logic and we should not experi-
ment on human beings because it is a medical 
practice. 

 We find it difficult to do research and respect 
senior students who worked hard to do so. 

 

 

5/18 
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４つの観点 

今週は、研究方法を具体化する作業に入りました。目

的達成に向けて、どんな実験をするべきか、どんなデータ

をとるべきかと議論しながら研究計画を練っています。 

今回も相談ブースが設置され、相談に来たユニットは、

研究に必要な４つの観点を点検するよう助言を受けてい

ました。「客観的データは得られるか」「新奇性はあるか」

「多くの人にとって有用か」「論理的に表現できそうか」。こ

の観点をふまえ、研究計画の修正に奮闘するユニットも

ありました。 

ユニット進捗状況Vol.3 

 -「子供のための神話図鑑」 

私たちは、最初は観光について調査していました。しか

し、ブレインストーミングでアイディアを出し合ったり、２軸

図を用いてアイディアに修正をかけたりする中で、観光か

ら神話、そして子供の心理に目を向けるようになりました。

現在の研究テーマは「子供のための神話図鑑」です。最

終目標は、神話を通じて宮崎に注目してもらうことです。 

今回は、初めに黒木先生から助言をいただきました。

活動内容や目標を図式化することで、考えの至っていな

かった部分や、具体性のなかった部分に気付きました。

助言を頂いた後、課題を絞り、有用性・新奇性・客観性・

論理性の４つの観点をふまえて、よりやりがいのある研究

になるよう実験計画を練りました。今回は特に、色につい

ての実験を考えました。どんな実験をすれば論理的で有

用性のあるデータを得られるのか、なかなか思いつきま

2016 

May 

“Four perspectives to consider” 

In this week’s Tankyu research class, students 
discussed various approaches to take to accom-
plish their research objectives. They are talking 
about such things as what experiments to con-
duct and what data to collect. They can get 
some advice from teachers for the following 
points: objectivity, originality, usability or logi-
cality. 

 

“The myth guide for children” 

Our research topic is tourism, especially Japa-
nese myths which are famous in Miyazaki. We 
are focusing on how to attract children to Japa-
nese myths and to promote Miyazaki to other 
prefectures. 

 In this class, we got effective advice from Ku-
rogi sensei and realized how we should improve 
our research plot with using figures. We revised 
our research plot considering four points: objec-
tivity, originality, usability or logicality. We dis-
cussed how we can get convincing data and fi-
nally we came up with an idea. While discussing, 
we were sometimes getting off the tracks, but 
even those ideas which were not seemingly re-
lated to the topic could give us hint.  We have 
realized that being flexible could be helpful in 
doing research. 
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せんでしたが、議論して１つの案を生み出しました。時々

脱線もしましたが、それも楽しみながら強力な案を柔軟に

考えるようにしました。今後も今回のように楽しく、高めの

テンションで探究に取り組んでいきたいです。 （小川ひか

り） 

先生方の前で(6/8) 

今回は、6月１５日の宮崎大学の先生方へのプレゼン

テーションを目前に控え、ユニット担当の先生方の前でプ

レゼンテーションの練習をしました。先生方から、研究概

要についての質問を受けたり、プレゼンの見やすさについ

てのアドバイスを受けたりして、それをもとに改善を重ねて

いきました。 

ユニット進捗状況Vol.4 

-「生活習慣病予防策の普及」  

 私たちのユニットは、「心身の健康」の大テーマをもと

に、生活習慣病についての研究をしています。最初は生

活習慣病を予防するための健康指針を作成しようと考え

ていました。しかし、１年の３学期に行ったフィールドワーク

で県庁の健康増進課に伺った際、健康指針は既に作成

されているけれども、その指針が県民に普及されておら

ず、県庁の方々も困っているということを教えて頂きまし

た。インタビュー結果をもとに、僕たちは健康指針を身近

な県民の高校生から広めていくことにしました。なぜなら

生活習慣は若いうちから形成されていて、若い世代から

生活習慣を改善することによって成人になってからもその

生活習慣は継続されると考えたからです。現在、私たち

はプレゼンテーションのスライドを作り終えて、具体的にど

のように広めていくか考えています。（助川 拓実） 

 

 

 

Presentation to Omiya teachers” 

We practiced presentation in front of teachers 
who are in charge of our own group.  This prac-
tice session is the preparation for the upcoming 
event: Professors at University of Miyazaki will 
visit our school and give us advice for our re-
search projects on July 15. 

 

“Promotion of ways to prevent lifestyle-related 
diseases” 

Our group is researching on how to prevent life-
related diseases.  Originally we intended to cre-
ate a guideline for prevention against diseases, 
but we found out the prefectural office already 
has a guideline.  The officers said that the prob-
lem is that the guideline does not prevail among 
the citizens.  After this interview with prefec-
tural officers, we decided to do research on how 
to spread the guideline especially among high 
school students. We assumed that lifestyle is 
formed in youth and goes through the rest of 
our lives. If more high school students have 
chance to read the guideline and start to follow 
it, there will be less people in the future who will 
suffer from life-related diseases. 

6/8 

Wed. 
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研究概要発表会 

２年生のＳＧＨの探究活動は、７月からは連携協定を

結んだ宮崎大学の先生に協力していただきながら進めて

行くことになります。 

今回は、これに向けて自分達のユニットが考えている

研究目標・研究テーマについて、その背景や目的・方法

を宮崎大学の先生方の前でプレゼンテーションを行い

す。これについて助言をいただくと同時に、今後大学の先

生のどの先生に担当していただくかを、宮崎大学に決め

ていただくことになります。 

まず、全体行事として本校の川上校長が挨拶し、宮崎

大学の水光理事から激励の言葉をいただいた後、宮崎

大学の先生方の紹介がありました。今回の発表会には、

以下の宮崎大学の先生方がご来校されました。 

水光 正仁先生（研究担当理事、農） 

伊達 紫先生（女性活躍・人財育成担当理事 、医） 

兒玉 修先生（教育担当理事、教育） 

伊丹 利明先生（副学長・国際連携センター長、農）  

出口 近士先生 西 和盛先生 

井上 果子先生 土屋 有先生（地域資源学部） 

 

 

2016 

Ｊｕｎｅ 

Meeting for presenting research projects 

From July, 2nd graders research projects will 
be conducted with the cooperation of the pro-
fessors of Miyazaki University. In January this 
year, Miyazaki University and Miyazaki Omiya 
High School concluded the cooperation agree-
ment. 

  Each group delivered their presentation about 
their theme, objectives, backgrounds and goals 
in front of the professors of Miyazaki University. 
Then the professor who is in charge of the group 
will be decided according to the content of the 
presentations. 

  First, Mr. Kawakami, principal of Omiya High 
School made a speech, and Ms. Suiko, director 
of  Miyazaki  University  delivered a  greeting 
speech. Then, each participant from Miyazaki 
University was introduced. 

Participants: 

Professor Masahito Suiko, Professor Yukari Date, 
Professor Osamu Kodama, Professor Toshiaki 
Itami, Professor Chikashi Deguchi, Professor Ka-
zumori Nishi, Professor Kako Inoue, Professor Yu 
Tsuchiya 
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  研究テーマタイトル（概要発表会時） メンバー 本校担当職員 学部 
助言いただく
宮崎大学の

先生方 

1 六次産業化 有村、後藤、原田 諸冨先生 地 西先生 

2 スポーツキャンプと観光地を結びつけよう 河野（日）、濱田、吉田 鎌田先生 地 吉田先生 

3 ビジネスマン向けの観光振興プラン 大野（倫）、大峯、橋本（太）、藤崎（祐） 鎌田先生 地 土屋先生 

4 本当に必要なゴミ箱の場所 権藤、松永、中村、渡邊 河野先生 地 戸敷先生 

5 
高齢者の事故を減らして安心して住める社会を

つくろう 
藤﨑（彩）、福永、松本 大竹先生 地 出口先生 

6 高齢者が生きがいを見つけられる町宮崎 浅香、大野（真）、宗像 大竹先生 地 桑野先生 

7 宮崎における人口減少の解決法を考える 髙妻、吉野、津曲、長友 大竹先生 地 桑野先生 

8 子育てＵターン 阿部、小川（幸）、酒井 児玉先生 地 芦田先生 

9 ポジティブ集落移転と農村計画 甲斐、曽我部、橋本（康）、清水 児玉先生 地 井上先生 

10 宮崎の女性の社会進出 河野（由）、城戸、樋渡、脇田 児玉先生 地 井上先生 

11 どうすれば思考力が上がるのか？ 赤崎、黒田、桑野 篠田先生 教 吉村先生 

12 色とイメージの関連性について 小川（ひ）、荻原、澁谷、ココ 篠田先生 教 幸先生 

13 精神疾患とセロトニンの関連性 上野、 菊池、森 前田貴先生 医 石田先生 

14 自殺率の改善 上水、桑原、簑毛、渡部 前田貴先生 医 青石先生 

15 ロコモティブシンドロームの予備軍の予防と改善 押川、山下 猪股先生 医 帖佐先生 

16 生活習慣病の予防策の普及 助川、根井、三輪、村社 猪股先生 医 加藤先生 

17 活性炭による硝酸イオンの効率的除去法 奥野、村田（隆）、竹光、橋口 河野先生 工 大榮先生 

18 
微生物の脱窒作用を利用した農業廃水からの

硝酸イオンの除去 
阿萬、高島、松迫、保田 河野先生 工 大榮先生 

19 お茶の香りによるリラックス効果 梯、原口、村田（一） 黒木和・木塲先生 農 山崎先生 

20 
有機農法で作られた野菜と慣行野菜の成分比

較 
齋藤、野中、中城、山本 黒木和・木塲先生 農 榊原先生 

21 スイトピーを長持ちさせるために 上村、下村 黒木和・木塲先生 農 稲葉先生 

22 ブラックバスの出汁作り 大前、木幡、坂本、椎 黒木和・諸冨先生 農 田中先生 

23 県産品の海外輸出 小山田、横尾、岩﨑、佐藤 黒木和・木塲先生 農 榊原先生 

24 宮崎牛の部位別の成分分析 富岡、長友 黒木和・諸冨先生 農 
石田先生・

高橋先生 

各ユニット研究ユニットテーマ・メンバー・担当者一覧 
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３Ｉ 黒木 徹也（カヌー部） 

 県高校総体では、宮崎大宮高校としては男子総合優

勝、女子総合２位を獲得し、私自身も九州総体への出場

が決まりました。 

現在は、そこに向けて練習を重ねています。高校総体

が終わり、勉強により一層取り組んでいくと同時に、九州

総体での入賞を目指してまだまだ努力していきます。 

自分自身に負けないように日々頑張っていきたいと思

います。これまで応援して下さった方々、ありがとうござい

ました。これからも応援よろしくお願いします。 

 

３Ｉ 宇田津 晴香（バドミントン部） 

 部活動生としての約２年と２ヶ月間、振り返ってみると本

当にあっという間でした。総体を終えた今「やりきった！」と

いう大きな達成感を味わいつつ、これから本格的に始ま

る受験生活を前向きな姿勢で臨もうとしているところで

す。 

 部活動生としての生活は、正直楽ではありませんでし

た。先輩方との人間関係や部内での衝突、勉強への焦り

などから辞めようか悩んだことも何度もありました。でもそ

んな時、悩む私を励まし、頑張ろうと言ってくれたのは、や

はり部活の友達でした。同じ練習をこなし、放課後や休日

の半分を共に過ごした友達は、誰よりも心強く、いつしか

私にとってかけがえのない存在となっていました。 

 私が部活動で得た一番大きなものは、この部活の仲間

だったと思います。特に、私たちの大が誰一人辞めずに

引退できたことはとても大きな喜びです。部活を全員で最

後までやり遂げたという自信を、これからの糧にして励ん

でいきたいです。 

３Ｉ 甲斐 由里子（バレー部） 

 先日、高校総体が終わり私の部活動生生活が終わりま

した。目標としていたベスト８の壁は厚く、ベスト１６という結

果でしたが、全員が最後まであきらめない粘り強いプレー

をすることができたので悔いはありません。 

 周りが勉強を始める中で焦りや不安もありましたが、部

活動で培った精神力・体力を信じて、これから追い上げ

ていきたいと思います。 

 私は３年間、大宮女子バレー部で過ごせて幸せでした。

勉強も頑張ります。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。 
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Opinions after the Inter-High-School athletic meet. 

３Ｊ 長友 勇樹（サッカー部） 

 とても楽しく、そして最後には達成感に満ちた３年間だっ

たと、自信を持って言いたいと思います。これまで積み上げ

てきたすべてをかけて仲間と共に臨んだ高校総体。その結

果には涙も流れましたが、最高のチームでここまでやってこ

れたことに悔いは全くありません。 

 お世話になった前田先生、西脇先生、瀬戸口先生、保

護者の方々、そして友に戦ってきた同志たちと第２グラウン

ドへの感謝の気持ちを忘れず、これからしっかりと切り替え

て、また新たなスタートを切ろうと思います。 

３Ｊ 山田 拓実（ソフトテニス部） 

 私は、男子ソフトテニス部の主将として５月２９日から６月

１日までの４日間、県高校総体に参加させていただきまし

た。大会を終えて、うれしさ半分、悔しさ半分の気持ちで

す。 

 個人戦では、大宮高校ソフトテニス部としては３４年ぶりの

インターハイ出場を決めることができましたが、団体戦では

ベスト４をかけた試合で負けてしまいました。キャプテンとし

てできることはしてきたつもりでしたが、今考えるともう少し頑

張っておけばよかったと思います。ただ、今まで付いてきて

くれた部の仲間や支えてくれた保護者、熱心に指導して下

さった江里先生やコーチには、本当に感謝しています。 

 この悔しさは次の代に果たしてほしいです。また、３年間の

部活動の中で得た忍耐力や集中力を活かして、これから

受験勉強に励んでいきたいです。そして、受験を終えた時

に「もう少し」と思わず、充実感一杯で終われるように頑張り

ます。 

３J 加治屋 優希（山岳部） 

 振り返ってみると、これまでの約２年間の部活動は、楽しく

て、あっという間でした。入部当初は、女子部員のいない小

さな部活動で↓。しかし、同期に入部した先輩方とチーム

を組むことができ、手探り状態で、多くのことを学べました。

努力の甲斐あって、新人戦、総体と優勝することができ、イ

ンターハイにも出場することができました。県内外の様々な

山に登り、壮大な自然を目の当たりにするたびに、心の視

野が広がるような観感を覚えました。本年度は、部員も２２

人に増え、最後の総体では目標としていた男女アベック優

勝も成し遂げることができました。 

 私の高校での部活動は、本当に充実していたと自信を

持って言えます。山岳部は、間違いなく私の人生を豊かな

ものにしてくれたと思います。これまで支えて下さったたくさ

んの方々に心から感謝しています。ありがとうございました。 


