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第42回校内ロードレース大会 平成28年11月18日（金）
東広島運動公園を会場に，校内ロードレース大会を実施しました。晴天に恵まれ，走るには少し
暑いくらいの気温になりました。男子６.９ｋｍ，女子４.９ｋｍを各自の目標タイムを目指して一生懸
命走り切りました。体育の授業や部活動等を通じて自己の身体と精神を鍛え，当日も苦しくても歯
を食いしばって頑張った結果，２・３年生は昨年度の記録を上回った生徒が多数いました。１年生も
来年は今年の記録を塗り替えることができるよう，頑張りましょう。女子の部では３年生の前田さん
が３連覇を達成，男子の部では２年生の徳永くんが連覇を達成しました。
体調不良等で運営役員として裏方の役割を果たした生徒も含め，全校生徒が素晴らしい姿を見
せてくれました。今回の頑張りを，普段の授業などの学校生活や進路実現に向けた取組みに生か
していきましょう。
コース周辺では，多くの保護者の方に声援を送っていただき，生徒の励みになりました。ありがと
うございました。

卒業生講演会

【男子の部】
１位 徳永 弘樹(2-1)
２位 阿部 怜 (1-2)
３位 古賀 大輔(2-1)
４位 中村 優音(3-1)
５位 久村 本気(1-1)
６位 川合 恵十(1-2)
７位 上岡頌太郎(3-1)
８位 瀬川 拓海(1-1)
９位 大塚 翔汰(2-2)
10位 原田 健吾(3-2)

26分37秒
28分29秒
28分35秒
29分 2秒
29分 8秒
29分23秒
29分50秒
29分54秒
30分 5秒
30分 8秒

【女子の部】
１位 前田由莉奈(3-2)
２位 松岡 菜々(3-3)
３位 江本 歩 (2-2)
４位 中谷 遥佳(2-2)
５位 池溝 留美(2-1)
６位 元谷のどか(2-1)
７位 久保 風花(3-1)
８位 村田奈津美(3-2)
９位 大胡香奈枝(3-3)
10位 木原 綾 (3-1)

22分38秒
23分24秒
24分 4秒
24分22秒
24分51秒
25分58秒
26分19秒
26分26秒
26分32秒
26分55秒

平成28年12月14日（水）

本校卒業生を５名を招き，２・３年生を対象に講演会を実施しました。５限目は，これから受験や就
職に向けた取り組みを本格化させていく２年生へ，６限目には，卒業を間近に控えた３年生への講
演でした。それぞれの先輩は，自分が経験したことの中から，実社会の厳しさや社会人としての心
構え，進学後の学生生活の送り方や将来の夢などを語ってくれました。一般企業と大学という違い
はあるものの，５人の先輩たちは，後輩たちのことを思い，熱いハートをぶつけてくれました。今年
は全員が９か月前は黒高生だった先輩ということもあり，在校生は一番身近な先輩という意識を
もって話を聴くことができました。

講演会の様子（上下）

【生徒の感想】
・講師である卒業生の先輩方が口を揃えて言われていた「まだ２年生だから巻き返すことが出来
る」という言葉が印象に残りました。この言葉は普段，担任の先生をはじめ，様々な先生方から聞
く言葉ですが，自分自身は聞き流していました。今，この言葉を聞いていなければ中途半端な努
力をのんびりとし，３年生になり焦っていたと思います。（２年）
・「顔に出さないようにする」という言葉に共感できました。私の就きたい職業は，対人関係が大切
になってくるので，良好な関係を築くため，自分に必要な力だと思いました。学校と言う環境に居ら
れるうちに身につけていきたいです。（２年）
・人の話を聞くときなどは，なるべくメモを取るようにし，たくさんのことを身に付ける努力をしていき
たいと思いました。そうすることで，自分自身も成長し，信頼され，多くの仕事を任せられるような
人材になっていきたいと思いました。入社するまでに，勉強をきちんとこなし，社会に出ても恥ずか
しくないようにしていきたいと思います。（３年）
山本つぼみさん（H27卒）株式会社 福屋
上田 悠貴さん（H27卒）株式会社 中電工
荒井 智さん （H27卒）広島国際大学 総合リハビリテーション学部
吉沢 幸美さん（H27卒）広島国際大学 医療福祉学部
井上 朱夏さん（H27卒）社会福祉法人 白寿会

1年生面接検定
平成28年11月30日（水）

1年生の普通科のクラスで面接検定を実
施しました。身だしなみ，所作に気を配り，1
人あたり5分で「将来の夢について」「自己Ｐ
Ｒ」などの質問に答えました。この面接検定
に向けて一か月間，高校生活を振り返った
り，将来の職業について調べたり，準備をし
てきました。黒瀬高校では，2年生でも面接
検定を実施し，3年生での就職試験や入試
での面接練習を段階的に行っています。

第２回 避難訓練
平成28年12月7日（水）

真剣に聴く3年生

調理室からの火災を想定し，実際に火災報知器
を鳴らして避難訓練を実施しました。生徒たちは真
剣に取り組み，話をせず，速やかに集合することが
できました。消防署の方にお越し頂き，避難を見て
いただいたのですが，訓練の態度にお褒めの言葉
を頂戴しました。その後の消火訓練では，消火器の
使い方を教わり，代表の生徒３名が体験しました。
万が一に備えて，自分や周りの人の命を守るため
にどのような行動を取るべきなのか，素早く判断し，
行動することができるように，日頃から防災意識を
高めておきましょう。

福祉科より
★２年生 介護職員初任者研修認定試験★
11月13日（木）に介護職員初任者研修認定のための実技試験が行われました。利用者の方の介
助を行う「生活支援技術」の実技試験と，在宅で生活している利用者の方へホームヘルパーが訪問
するという場面設定での「コミュニケーション技術」の実技試験です。利用者役の先生に緊張し，練
習通りできないところもありました。筆記試験は12月7日（水）にあり，すべての範囲から出題される
総合テストです。生徒は一生懸命頑張りました。

★２年生 総合福祉類型 広島国際大学 連携教育プログラム★
11月28日（月）に，総合福祉類型の2年生13名が，広島国際大学へ行きました。
今回は，黒瀬キャンパスの総合リハビリテーション学部の理学療法学・作業療法
学・言語聴覚療法学・義肢装具学の施設見学を行いました。リハビリの専門職の
仕事内容や，医療・福祉の連携について学びました。

作業療法学のレクリエーション実習室の見学の様子

コミュニケーション技術の実技

★１年生 介護実習報告会★
11月30日（水）に，1年生が9月の介護実習で学んだことを施設ごとに
ポスターにまとめ，施設ごとに学びの深かったテーマにそって発表しま
した。発表内容は，「様々な利用者の方とのコミュニケーションのとり
方」などです。ポスターにはイラストをうまく取り入れ，実演を行うなど工
夫を凝らした発表でした。後ろの人にも見えやすいようにスクリーンで
映していたので，見ている2・3年生にも分かりやすかったです。生徒た
ちが作成したポスターは，事務室前に掲示してあります。是非ご覧くだ
さい。

聴力検査を体験させていただく生徒
実演を交えた発表

【生徒の感想】
今日は，理学療法学・作業療法学・言語聴覚療法学・義肢装具学
など，普段学校では習うことが出来ない貴重な体験をさせていただ
きました。理学療法学専攻では，さまざまな設備が整っており，身体
機能が低下している方に対して，どのようなリハビリを行えばよいの
かを実際に見学し説明していただきました。ケガや病気を患ってい
る方が，できるだけ自宅で生活を送るための方法を考えるのが理学
療法士の仕事なのだと学ぶことが出来ました。
（2年3組 椋田 未悠）

生徒が作成したポスター

【生徒の感想】
発表の中で，自分たちが実際に行ったレクリエーションと職員の方のレクリエーションを
比較した実演を行いました。先輩からの質問に的確に答えることができませんでしたが，
自ら考えグループで話し合うなどし，積極的に答えることができました。次回の実習では，
今回の学びを生かし，より良い実習となるよう頑張ります。
（1年3組 佐田 怜菜）
1年生の発表を聞いて，みんな自分たちが学んだことを堂々と発表できていると感じま
した。発表の中で，利用者の方に対して1回1回丁寧に声かけをすることの大切さや，レク
リエーションで利用者の方に楽しんでいただくための工夫など，1年生はアイデアを凝らし
実演も交えて発表していました。これからの実習においても，沢山のことを学んできてほ
しいと思いました。
（3年3組 松岡 菜々）

黒瀬高校福祉科に寮ができました！
広島国際大学との連携により，平成29年４月から広島国際大学東広島キャンパスの学生寮が
利用可能になりました。自宅からの通学が難しい地域の「福祉を志す」生徒の皆さんを応援します。

魅力①

寮長さん，寮母さん

広島国際大学東広島キャンパス内にある
寮には，寮長さん・寮母さんが常駐し，安心・
安全です。

魅力②

自転車通学

黒瀬高校まで５ｋｍ。自転車で通学でき，
学習時間が確保できます。

魅力③

食事

朝食は敷地内のコンビニか自炊，
お昼は高校の食堂，
夜は大学の食堂が
利用できます。

魅力④

東広島キャンパス（東広島市黒瀬学園台555-36）

部屋の間取り

備品が充実した完全個室が１ヶ月30,000円
（入居時のみ，申込金が40,000円必要です）

魅力⑤

大学を身近に

大学の特別講義を聴講し，専門的な「学び」に触
れ，ボランティア活動や大学祭では，大学生との
協働の学びを体験する予定です。

魅力⑥

自律

別に定める「入寮規定」を遵守することにより，規則正
しく自律した高校生活を送ることができます。

寮生ある日の夕食メニュー

部屋の間取り

今後の予定
１月１０日（火） 始業式・課題考査
１３日（金） 漢字検定
１４日（土） １・２年 模擬試験
センター試験１日目
１５日（日） センター試験２日目
１８日（水） 百人一首カルタ大会
２０日（金） ３年 学年末考査発表
２１日（土） 英検（一次）
２７日（金） ３年 学年末考査開始
（２／１まで）

３月 １日（水）
３日（金） 選抜（Ⅰ）
２日（木）
８日（水） 全校集会
進路発表会
１２日（日） ワープロ・情報処理検定
７日（火）
１４日（火） ２年 修学旅行
８日（水）
（２／１７まで）
１７日（金）
１５日（水） １年進路説明会
２９日（水）
１９日（日） 英検（二次）
２２日（水） 広島国際大学出張講座
２３日（木） 学年末考査発表
２８日（火） 卒業式予行・同窓会入会式

２月

卒業式
学年末考査
（３／９まで）
選抜（Ⅱ）１日目
選抜（Ⅱ）２日目
終業式
離退任式
教科書販売

