沖縄で学ぶ平和の大切さ
／３～７ 高校修学旅行

・どちらでもよい １票 らもっと行程を考えるべき ど海外研修や留学の制度が なることを期待しまし ょ
・変更すべきでない
・ガマに行くのはやめた 充実していることが影響し う。
６５票 ほうがいい
ているのかもしれません。 （小野原誠志・前野吏星）
こうした声を反映して修学
旅行がより充実したものに

名高版

部活動短信

お隣はシンデレラらし文化
祭

○中学テニス部【愛知ジュ
ニアグランプリテニストー
ナメント】 月 日（土）・
一宮市テニス場優勝 高田
順平（３Ｆ）
ベスト８ 宮地吾侑（２
Ｂ）

12

○ラグビー部

優勝、県大会進出決定決勝
名古屋 䢣 西陵

【平成 年度愛知県新人体
育大会ラグビーフットボー
ル競技名古屋北地区予 選
会】

16

24

【りんり俳句コンクール】
銅賞 永井俊也（１Ｃ）
虫たちが反射し光る秋の空
銀賞 岩畑宙良（５Ｊ）
新しい生徒会長秋の空
銀賞 水野大雅先生 空蝉
のはらりと指を離しけり

【第 回 鎌倉全国俳句大
賞 青少年の部】
佳
作 塩崎達也（４Ｉ）試験
後の勉強机青嵐 冨田孝太
郎（３Ａ） 稲光弦の切れ
たるバイオリン

【川端康成文学館俳句コン
クール】佳作 冨田孝太郎
（３Ａ）細長の鏡となりて
秋の川難波朔矢（４Ｇ）

12

孤独のグルメ

38

○高校テニス部【第 回
○文学部
【第 回図書館を使った調 全日本ジュニア選抜室内テ
べる学習コンクール 名古 ニス選手権大会】 月 日
屋大会】優秀賞「名古屋は （木）～ 日（日）・兵庫県ブ
古典文学で中心に立てたの ルボンビーンズドーム 第
か」冨田孝太郎（３Ａ）・ 位 高羽蓮（５Ｋ）
石黒真斗（３Ａ）・櫻井佑
馬（３Ｆ）

17

29

40

Ｑ４②行き先を変更するな
らどこにすべきか
・１位：北海道 ５票
・２位：ハワイ １票
台湾
１票
英語圏 １票

●長久館のカレー
によって味が濃くなり肉
は小さくて柔らかいので
カレーの辛さは子どもで とても食べやすい。５０
も食べられるくらいの甘 ０円。
みでトッピングのチーズ
（児玉海斗）

4

年間で学んだ事を信じてく し遊びの話をする人、スマ
ださい。
ートホンでゲームをする人
…と、少なくとも私のいた
教室は一部を除いて緊張感
がありませんでした。来年
受験する２年生はぜひ緊張
感をもって臨んでほしいと
思います。 （野川陽介）

しかしセンター当日、会
場の様子はピリピリしてい
る…と書きたかったのです
が、実際は意外と騒々しい
ものでした。教室を飛び出

古典研究班のメンバー

アンケート全体を通 じ
て、大半の生徒が今回の修
学旅行に満足したことがう
かがえます。また、行先に
ついてもあえて変更する必
要はないとする回答が大半
を占めました。沖縄に行く
意義については、多くの生
徒が平和学習の必要性と回
答し、特に思い出に残った
こととして伊江島民泊が挙
げられてます。その一方で、
自由時間の不足や平和会館
に入れなかったことへの不
満を感じた生徒もいま し
た。
少数意見ながら沖縄に代
わる旅行先として挙げられ
たのは北海道が最も多く、
海外を挙げた回答はごく僅
かでした。名古屋高校では
サマーエクステンションな

10

16

-1-

センター試験

2018

14

文学部

Ｑ５その他修学旅行につい
ての意見
・自由時間や修学旅行期
間を増やすべき
・大浴場の利用を許可す
べき
・ホテルを変える必要が
ない
・もっと戦争について知
りたい
・自由行動の多さで食費
がかさむ
・平和の礎の平和会館に
入れなかったので行く意味
がない
・移動時間が長かったか

14

１月 日・ 日に今年の 初の関門となるでしょう。 レーヤーがバットを握ると
センター試験が行われまし 緊張している人、不安な人 き、『絶対に入れてこい』
た。センター試験は３年後、 もいるでしょうが、それは と言っていました。さらに
新形式の試験となることが 当然の事です。しっかりや ポジティブな気持ちが生ま
予定されています。つまり、 ってきた人ほど不安に思う れ、自信の向上にもつなが
今の高一が受けるセンター ものです。ですから、その るのです。
が最後となります。今年も 気持ちに負けないことが重
他の人より点を取る争い
ユーモアある問題が多々出 要です。
に思えるかもしれない け
題されました。ムーミンや
部活でもそうだけど、
『人 ど、センターは自分との勝
ら浮気発覚やら…。
の失敗で気が楽になる』と 負。他人がどうとかじゃな
センター前日に恒例の激 考える人がいます。でも、 くて自分がベストを尽くせ
励会チャペルで行われ、森 心理学的に言えば、相手の るように頑張ってくだ さ
田校長先生はこのように話 失敗を願うと自分の中にネ い。そうすれば、神様も叶
されました。
ガティブな気持ちが生じ、 えてくれるでしょう。
結果自分のプレーがおろそ
いろんな神社に行ってお
いよいよその日になりま かになってしまいます。タ 守りコレクターになる人も
した。大半の人にとって最 イガーウッズでも、相手プ いるでしょうけど、ここ三

13

高３生いよいよ勝負の時
センター試験当日の様子（千種高校）

12
昨年 月３日～７日の日
程で、高校２年生は沖縄修
・楽しくなかった ０票
学旅行に行きました。名古
屋高校は沖縄が恒例化して Ｑ２一番思い出に残ったこ
いますが、最近では海外に と
旅行先を変更する高校もあ
・伊江島民泊
３４票
ります。
・タクシー研修 ２７票
名古屋中学校でも昨年か
・美ら海水族館
６票
ら、研修旅行を長崎から鹿
・自由行動
１票
児島・屋久島へと変更した
・国際通りの散策 １票
ばかりです。今回は、修学
・食事
１票
旅行に行ったばかりの高校
・全て
１票
２年生（Ｅ組・Ｈ組）にア
・ひめゆりの塔・糸数壕
ンケートを実施しました。
０票

カナダ 1
オーストラリア 3
グアム 1
シンガポール・マレーシア 5
ヨーロッパ（フランス・イギリス）
ハワイ 1
ニュージーランド 2
台湾 5

2

め。
３票
・受験モードに切り替え Ｑ４①修学旅行先を変更す
るきっかけにするため。
べきか否か
３票
・変更すべき
９票
・５位：ストレス発散
２票
・６位：民泊体験 １票
県内私立高校の海外修学旅行先（2015年度）

12

質問とその結果は以下の通 Ｑ３修学旅行で沖縄に行く
りです。
意味は？
・１位：沖縄の文化や戦
Ｑ１今回の修学旅行はどう 争の悲惨さに触れ、それを
だったか
後世に受け継ぐこと。
６０票
・２位：友達との思い出
・楽しかった
５５票 を作ったり、人と交流する
・まあまあ楽しかった
こと。
２０票
１１票
・あまり楽しくなかった
・３位：冬だけど暖かい
０票 沖縄の気候を体感する た

愛知県私立高校修学旅行先
（2015年度修学旅行協会調べ）

（１）
名古屋中学・高校新聞部
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