
R２年度記事一覧 
３月 
★３学期終業式(R03.03.19) 
★グローバル探究科特別授業(R03.03.17) 
★第３回防災学習(R03.03.10) 
★令和２年度卒業証書授与式(R03.03.01) 
 
２月 
★校友会入会式(R03.02.26) 
★グローバル探究科 探究リテラシー最終発表会(R03.02.24) 
★よってたかって探究発表会＆清笑祭(R03.02.19) 
★合格体験発表会(R03.02.17) 
 
１月 
★高知県地場産業大賞次世代賞受賞(R03.01.27) 
★第３０回芸術三科合同発表会(R03.01.17) 
 
★３学期始業式(R03.01.08) 
★南国市 PRキャラクター「シャモ番長」譲渡式(R03.01.07) 
★第３０回芸術三科合同発表会(R03.01.07) 
 
１２月 
★２学期終業式(R02.12.24) 
★防災学習(R02.12.24) 
★「とさのさと」での販売実習(R02.12.15) 
★【速報】第６６回高知県青少年読書感想文コンクール 最優秀賞ほか受賞！！(R02.12.10) 
★SDGs Workshop“Now in YAMAKO”開催(R02.12.10) 
★グローバル探究科 宣伝班 高知工科大学訪問(R02.12.10) 
★探究リテラシー 高知工科大学での元素分析(R02.12.10) 
★陸上競技部への贈り物(R02.12.09) 
 
１１月 
★新聞部からコロナ対策のメッセージ(R02.11.26) 
★陸上競技部に地域の方から絵手紙のプレゼント(R02.11.26) 
★防災避難訓練(R02.11.20) 
★探究リテラシー 高知工科大学訪問(R02.11.16) 
★グローバル探究科 広告班 インタビューを実施(R02.11.16) 
★ミニ・ホームマッチが開催されました(R02.11.09) 
★山フェス in 猪野々・渓鬼荘(R02.11.05) 



１０月 
★ソフトテニス部女子 東部支部大会第１位！(R02.10.28) 
★サッカー部 ２回線惜しくも敗れる(R02.10.26) 
★サッカー部 選手権県大会１回戦突破(R02.10.19) 
★探究リテラシー 高知工科大学訪問(R02.10.12） 
★グローバル探究科 高知県工業技術センターへ(R02.10.12) 
★普通科２年生 アイデアソン(R02.10.09) 
★三市長提言に向けた各市担当者からの説明会(R02.10.09) 
★第９回古民家フォト甲子園表彰式(R02.10.05) 
 
８月 
★緑のカーテン ヘチマが実をつけました(R02.08.24) 
★２学期始業式(R02.08.24) 
 
７月 
★緑のカーテン ヘチマ成長中(R02.07.29) 
★１学期終業式(R02.07.27) 
★商業科・ビジネス探究科 野尻幸彌さん講演会(R02.07.17) 
★グローバル探究科 オンライン授業(R02.07.14) 
★「緑のカーテンを設置しました(R02.07.07) 
★プロジェクター講習会(R02.07.06) 
★期末試験が始まりました(R02.07.01) 
 
６月 
★不織布をいただきました(R02.06.19) 
★地域課題探究Ⅱ 各分野の専門家による講演(R02.06.17) 
★グローバル探究科 「探究運動会」(R02.06.10) 
★ビブリオバトル代表決定戦(R02.06.05) 
★浅野聡子さん講演「企画とは人生を生き抜く武器である」(R02.06.03) 
★グローバル探究科 タブレットを使用した授業がスタート！(R02.06.03) 
 
５月 
★ ビジネス探究科 ロングホーム(R02.05.27) 
★ Ｍａｋｅ Ｉｔ Ｂｌｕｅ Ｙａｍａｄａ Ｓ.Ｈ.Ｓ(R02.05.18) 
 
４月 
★対面式(R02.04.08) 
★入学式(R02.04.07) 
★始業式(R02.04.07) 
 



★３学期終業式(R03.03.19) 
 ３学期終業式が行われました。新型コロナウイルス感染症の影響で、学期末の終業式は放送によるも
のでしたが、高知県の感染者数が落ち着いてきたこともあり、３学期にしてようやく全校生徒が体育館
で一堂に会することができました。 
 校長先生の挨拶では「この１年間で探究活動を頑張ったことを自信にして、勉強や探究をさらに深め
ていってほしい。探究活動は自分のためのものではない、社会のため、世の中のために役立つことをし
ているとの思いでこれからも頑張ってほしい」とのメッセージがありました。 

  

記事一覧へ 
 
★グローバル探究科特別授業(R03.03.17) 
 世界最高水準で最先端の研究を行っている沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）による研究紹介を遠
隔システムで受けました。チンアナゴの研究をしている博士課程の石川さんが、研究に至った経緯や活
動について説明してくださいました。チンアナゴに関するクイズが出題されたり、生徒の質問に丁寧に
答えていただいたことで、探究に対するモチベーションを大いに高めることができました。 

   
 

記事一覧へ 
★第３回防災学習(R03.03.10) 
学年末試験最終日、防災学習が各ホーム教室で行われました。 
 「地方課題の解決」を掲げて様々な活動をしている「まんまる高知」共同代表の山本美咲さんが、宮
城県仙台市、石巻市近辺で被災された２人の方に話を伺った映像を視聴し、震災当時の状況や、当時の
生活の様子などを学びました。 
東日本大震災の発生から明日で１０年となります。震災の風化が進んでいますが、お二人が語ってく

ださった経験から、今からできること、日頃からやっておくべきことについて考える機会となりました。 



  

  
記事一覧へ 

★令和２年度卒業証書授与式(R03.03.01) 
 令和３年３月１日、新型コロナウイルス感染症への対策を徹底して、令和２年度卒業証書授与式が挙
行されました。全日制 100 名、定時制７名、合計 107 名がこの学び舎を後にし、新たな人生のステージ
へと巣立っていきました。式後に行われた生徒会によるセレモニーでは、くす玉が割られて卒業生が送
り出されました。 

  
記事一覧へ 

 



２月 
★校友会入会式(R03.02.26) 
校友会の入会式が開かれました。まず、各ホームのお世話係である代表幹事が皆に紹介されました。

次に、校友会を代表して池脇純一会長（Ｓ４２年度卒）より「情報化が進み、様々な技術が生まれてく
る時代を生きていくにあたって、変化の激しい時代だからこそ、自分にどんなことができるのかを考え
て行動してほしい。」との挨拶がありました。 
近い将来、立派な社会人となり母校、そして後輩たちを応援してくれる頼もしい存在となることを期

待しています。 

  
記事一覧へ 

★グローバル探究科 探究リテラシー最終発表会(R03.02.24) 
３月２４日(水)６，７時間目に探究リテラシーの最終発表会を実施しました。発表はポスターセッショ
ン形式で行われ、國學院大學の田村学先生、高知工科大学の長﨑政浩先生、高知大学の村田芳博先生に
お越しいただき、教員や大学（院）生、地域コーディネータの方々と一緒に発表を見ていただきました。
また、休み時間にはお茶班による土佐茶の試飲も行われ、山田まんに合う土佐茶は何かを実際に試して
いただきました。グローバル探究科の生徒たちは多くの方に発表を聞いていただき、この経験を来年度
の個人探究に活かしたいと考えています。 

   

    
 



 
記事一覧へ 

★ よってたかって探究発表会＆清笑祭(R03.02.19) 
 １年間の探究活動の成果を発表する探究発表会を行いました。それぞれの学科の特色を生かした発表
ができました。この発表会は、「探究のまち香美市」を合言葉とした取り組みであり、市内の小学生、中
学生、大学生、そして企業の方々からも探究の成果を発表していただきました。 
 午後からは、文科系部活動の取り組み発表があり、美術部と書道部による合同パフォーマンスをはじ
め、熱意の伝わる工夫を凝らしたものとなりました。 

   

   

記事一覧へ 
★ 合格体験発表会(R03.02.17) 
 進路ＬＨとして、国公立大学、専門学校、県内企業等に内定が決まった３年生８人が、在校生へ向け
て、自らの体験をもとに進路実現への体験談を話してくれました。科目選択は安易に考えず、将来の自
分に必要な科目を選択することや、日々の行動記録をつけるなどよいクセをつけること、進路決定は人
生の中で大事な分岐点となることなどを在校生へアドバイスしました。先輩方からの話を受け、在校生
は進路についての意識を深める貴重な機会となりました。 

 
 
 
 

記事一覧へ 



１月 
★ 高知県地場産業大賞次世代賞受賞(R03.01.27) 
 トータルビジネス部の生徒たちを中心として派生した有志サークル「Kami 愛部」の活動が次世代賞
を受賞しました。コロナ禍においても地域の魅力を発信して、明るく楽しい話題で少しでも地域に貢献
したいという想いの生徒たちは、香美市の地域情報誌「かみんぐ」をもとに取材して高校生目線で
YouTube「Kami愛部チャンネル」で発信しています。 

 

 

記事一覧へ 
 
★ 第３０回芸術三科合同発表会(R03.01.17) 
令和３年１月１７日、芸術三科合同発表会が香美市美術館で盛況のうちに無事終了しました。書道部

の大作や色とりどりの美術作品、音楽選択生の授業の様子が動画で流れ、温かい雰囲気の展覧会となり
ました。３０回記念ということで、「３０」をテーマにした共同作品や、家庭科の「子どもの発達と保育」
の授業作品なども並びました。コロナ禍の中でしたが、来場者数は５６３人と、例年より２００人も増
え、多くの励ましのお言葉もたくさんいただきました。ご来場してくださった保護者、生徒の皆様、教
職員の皆様、本当にありがとうございました。 

  



  
記事一覧へ 

★ ３学期始業式(R03.01.08) 
 本日、校内放送による３学期始業式が行われました。校長先生より「新たな一年を過ごすにあたり、
どんな目標を立て、それを達成するためにどのような計画を立てたか。人生１００年時代と言われるな
かで、漠然と生きるのではなく、高い理想と大きな希望を持って人生を歩んでほしい。それができてい
る人は必ず道が開ける。必ず目標を立てて、一年のスタートを切ってほしい。」とのメッセージがありま
した。さらに、生徒会執行部から新年の挨拶として、生徒会長 2－3Ｈ松下瑠胤くんより「挨拶ができる
山田高校を目指して、あ（明るく相手の目をいて）い（いつでも）さ（先に）つ（続ける）を合言葉に、
よりよい学校を共に作っていきましょう」と挨拶の励行がなされました。 

  
 

記事一覧へ 
★ 南国市 PRキャラクター「シャモ番長」譲渡式(R03.01.07) 
 普通科３年生５名が「地域課題探究」で取り組んできた「シャモ番長」が南国市のＰＲキャラクター
になるにあたり、南国市役所で譲渡式が開催されました。南国市長をはじめ、お世話になったごめんシ
ャモ研究会の立花さん、シャモ番長のイラストを描いてくださったイラストレーターのなかうちわかさ
んにもご出席いただき、生徒からシャモ番長の原画やぬいぐるみが平山市長に渡されました。 

   
記事一覧へ 



★ 第３０回芸術三科合同発表会(R03.01.07) 
 本日、１月７日（木）より１月１７日（日）まで香美市立美術館にて、美術・書道・音楽の三科によ
る作品展示を行っています。生徒たちが授業・部活動で取り組んだ作品等を展示しています。１月６日
（水）に作品の搬入を行いました。（写真）入場は無料ですので、お近くまでお立ち寄りの際にはぜひと
も会場へお越しください。なお、来場された方には、新型コロナウイルス感染症対策のため、受付での
検温とアルコールによる手指消毒をお願いしています。 

   

記事一覧へ 
１２月 
★ ２学期終業式(R02.12.24) 
 本日、校内放送による２学期終業式が行われました。校長先生からは「一年の計は元旦にあり、８日
後の元旦に新しい目標を立てられるよう準備をしておくこと。また、探究学習を通して、地域の方々と
の関わりから、山田高校は香美市になくてはならない学校であることを改めて意識し、様々な課題の解
決にチャレンジしていってもらいたい」とのメッセージがありました。 
 
 
 
 

 
記事一覧へ 

★ 防災学習(R02.12.24) 
 各ホーム教室にて防災学習を行いました。高知県で企画制作された南海トラフ地震対策啓発ドラマ
「その日、その時」を視聴し、各自が気づいたことを整理し、日頃からどのような備えが必要かグルー
プでの意見交流を行いました。また、各家庭向けに「南海トラフ地震に備えちょき」の冊子を配布しま
した。ご家庭でも命を守るための行動について考えてほしいと思います。 

  
 

記事一覧へ 



★「とさのさと」での販売実習(R02.12.15) 
 １２月１５日、商業科３年生１０名が高知市の「ＪＡファーマーズマーケット とさのさと」にて販
売実習を行いました。韮生米の玄米を使った蒸し菓子「かるかん」や、ハチロー染工場のフラフを使っ
た雑貨、赤岡商店街のたい焼きカフェ「たいびんび」から仕入れた商品等を販売しました。冷たい風が
吹く中でも生徒たちは一生懸命販売し、完売する商品も見られました。お客様の中には山田高校のＯＢ
の方もいらっしゃり、暖かい声もかけていただきました。今回の販売実習にご協力いただきました方々
へ感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  
記事一覧へ 

★【速報】第６６回高知県青少年読書感想文コンクール 最優秀賞ほか受賞！！(R02.12.10) 
第 66 回高知県青少年読書感想文コンクール〈高校の部〉において、５３７５点の中から本校１年生

の和田さんが最優秀賞に、同じく１年生の西濱さんが優秀賞に選ばれました。入選には１年生の片岡さ
ん、小松さん、２年生の尾崎さん、松本さん、森さんが選ばれています。皆さん、おめでとうございま
す‼また、山田高等学校は学校優良賞も受賞しました。本日、毎日新聞の紙面で発表されましたのでと
り急ぎご報告します。      

記事一覧へ 
★ SDGs Workshop“Now in YAMAKO”開催(R02.12.10) 
 １１月２１日（土）に、株式会社博展 Sustainable Brands Japan 編集局の小松遥香さん（安芸市出身）
をお迎えして、SDGs についての講演とワークショップがありました。香美市内の小学生から大人まで
総勢５０名が参加し、講義の後のワークショップではグループに分かれ、地域で取り組むべき課題につ
いて話し合いました。 

  

  
記事一覧へ 



★ グローバル探究科 宣伝班 高知工科大学訪問(R02.12.10) 
 グローバル探究科１年生の「宣伝」について探究するグループが、高知工科大学教授の桂慎太郎先生
に、お話を伺いました。生徒たちが抱える課題について、熱心に話を聞いていただきました。生徒たち
は、グローバル探究科の宣伝に向けてのさらなるヒントを得られたようです。桂先生、ありがとうござ
いました。 

  
記事一覧へ 

★ 探究リテラシー 高知工科大学での元素分析(R02.12.10) 
 １１月２０日（水）、１２月９日（水）グローバル探究科プラスチック班の４名が高知工科大学を訪問
し、環境理工学群の新田先生、大学院及び大学の学生の皆さんにご協力いただき、塩から抽出した物質
の元素分析を行いました。 

 

  

記事一覧へ 
★ 陸上競技部への贈り物(R02.12.09) 

 12 月 9 日(水)の昼休み、JA の方から陸上競技部女子へ、全国高等学校駅伝競走大会出場激励のた
めの野菜や果物などが贈呈されました。陸上競技部女子 主将の尾崎さんは「いただいた野菜をしっか
り食べて体調管理をし、勝利につなげます！」と元気にお礼を言っていました。陸上競技部女子は 12 月
20 日(日)に全国高等学校駅伝競走大会に出場します。体調に十分気を付けて一つでも順位をあげられる
よう頑張ってほしいです！ 



  
記事一覧へ 

１１月 
★ 新聞部からコロナ対策のメッセージ(R02.11.26) 
 第 43 回高知県高等学校総合文化祭新聞部門にて、「山田高校のコロナ対
策」というテーマで本校新聞部 1年生 4名が山高新聞「ふう」を作成し、
展示されていました。現在は、北舎西階段踊り場に掲示されています。未
だに猛威を振るっている新型コロナウィルスは再び全国的に感染者数が
増加しています。しっかり対策をして、感染拡大防止に努めましょう！ 

 
 
 

記事一覧へ 
★ 陸上競技部に地域の方から絵手紙のプレゼント(R02.11.26) 
 11 月 25 日(水)の放課後、地域の団体「なごみの会」の 3 名の方が来校され、陸上部に絵手紙のプレ
ゼントを頂きました。陸上部主将の尾﨑さんは、「頂いた絵手紙は寮に飾って励みにします」と元気にお
礼を言っていました。陸上部は、12 月 20 日(日)に京都で行われる全国高等学校駅伝競走大会に出場し
ます。そこで活躍する生徒の姿が目に浮かびます！ 

 

 
記事一覧へ 

 
 
 



★ 防災避難訓練(R02.11.20) 
１１月１９日（木）、香美市消防本部より講師をお招きし、防災避難訓練を実施しました。まず、生徒

たちは教室で放送による説明を聞き、続いて地震発生を想定した鳴動音が約 100 秒間鳴り響き、皆机の
下で安全を確保した後グラウンドへ避難しました。 
次に、災害時の心構えについての講話があり、その後、６グループに分かれて、代表生徒による消火

器を使った消火訓練を行いました。 

   
記事一覧へ 

★ 探究リテラシー 高知工科大学訪問(R02.11.16) 
１１月４日（水）グローバル探究科プラスチック班の４名が工科大を訪問し、環境理工学群の伊藤先生、
新田先生、大学院及び大学の学生の皆さんにご協力いただき、マイクロプラスチックの抽出の実験を本
格的に開始しました。次回は２０日に検出したものを元素分析する予定です。 
 

   

  
 

記事一覧へ 
 
 
 



★ グローバル探究科 広告班 インタビューを実施(R02.11.16) 
グローバル探究科 1 年生の「宣伝」について探究するグループが、株式会社クリエの上原英範さんに，

「効果的な宣伝」についてお話を伺いました。宣伝技術についての専門的な内容について，非常にわか
りやすく説明していただきました。生徒たちは，テーマ探求に向けてのヒントを得られたようです。上
原さん、ありがとうございました。 

  
記事一覧へ 

★ ミニ・ホームマッチが開催されました(R02.11.09) 
11 月 2 日月曜日は、雨空で一日が始まり、予定されていたホームデイ（鏡野公園への遠足）が、ミ

ニ・ホームマッチとなりました。生徒たちはバレーボール、卓球、ジェンガの３つの種目に分かれて、
ホーム対抗で競いました。「ホームでまとまって何かしたい！！」という生徒たちの願いがかなった日
になりました。 

  

  
記事一覧へ 

 



★ 山フェス in猪野々・渓鬼荘(R02.11.05) 
11 月 3 日(火)文化の日に、香美市香北町にある香美市立吉井勇記念館にて「山フェス in 猪野々・渓

鬼荘」というイベントが行われました。このイベントは、「メイドカフェ」をやりたいという本校商業科
の生徒の夢を香美市観光協会さまが後押ししてくださり、実現できたイベントです。地元の方々から譲
り受けたフラフをリメイクして作った衣装を着て、よさこい演舞や渓鬼荘でのカフェなど、猪野々の美
しい景色の下、地域の方やご来場いただいたお客さまと、穏やかでステキな時間を過ごすことができま
した。ご来場くださった皆さま、ご協力くださった皆さまに心から感謝いたします。ありがとうござい
ました。 

 
 
 
 
 
 

 
 

記事一覧へ 
１０月 
★ ソフトテニス部女子 東部支部大会第１位！(R02.10.28) 

10 月 24日（土）、東部支部体育大会ソフトテニス競技が行われ、本校の松吉(2-2)・高橋(2-2)ペアが
個人戦優勝を勝ちとりました。セットカウント４－３のフルセットで接戦を制してのすばらしい試合で
した。自分たちの可能性を信じて最後まであきらめないことの大切さを再確認させてくれました。夏休
みから自主的に朝練を始め、「勝つ」ことを目標に日々練習を重ねたことがうれしい勝利につながった
と思います！ 

記事一覧へ 
★ サッカー部 ２回線惜しくも敗れる(R02.10.26) 

10 月 25 日(日)に素晴らしい秋晴れのもと、野市ふれあい広場にて第 99 回全国高等学校サッカー選
手権県大会高知県大会の 2 回戦が行われ、本校は学芸と対戦しました。綿密なミーティングを重ねて臨
んだ本試合は開始直後、ゴールを奪い、前半 2-1でリードしていましたが、後半に入り相手チームの攻
めに押され、結果 3-4 で惜しくも敗れました。本大会で 3年生は引退となります。試合終了後には涙し
ていた選手たちも、帰り際には皆が笑顔になっていました。本日から、山高サッカー部は新体制でのス
タートとなります。応援よろしくお願いします。 

  
記事一覧へ 



★ サッカー部 選手権県大会１回戦突破(R02.10.19) 
10 月 18 日(日)に黒潮町西南大規模公園にて第 99 回全国高等学校サッカー選手権大会高知県大会の

1 回戦が行われ、本校は東工業と対戦しました。気温が低く、前半は苦しい立ち上がりとなりましたが、
後半に入り怒涛の攻めと守りを見せ、結果 9-0で勝利することができました。2 回戦は、10月 25 日(日)
に野市ふれあい広場にて 14 時から行われます。頑張れ！山高サッカー部！ 

   
記事一覧へ 

 
★ 探究リテラシー 高知工科大学訪問(R02.10.12） 
９月３０日（水）、１０月７日（水）両日、グローバル探究科１年のグループが高知工科大学の新田紀

子准教授、大学院及び大学の学生の皆さんにご協力いただき、マイクロプラスチックの抽出の実験を開
始しました。英文の論文からどれくらいのマイクロプラスチックが含まれているかを計算したり、抽出
方法について説明を受けたりしました。中間試験後に実際の抽出に挑戦します。 

  

記事一覧へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



★ グローバル探究科 高知県工業技術センターへ(R02.10.12) 
9 月 23 日（水）グローバル探究科１年のグループが高知市布師田にある高知県工業技術センターへ訪

問しました。このグループは現在環境問題であるマイクロプラスチックについての情報収集を行ってい
ます。資源環境課主任研究員の堀川晃玄さんと研究員の瀧石朋大さんの案内で同センターの施設をまわ
り、自然由来のプラスチック等についての講義もしていただきました。今後マイクロプラスチックの抽
出に挑戦する予定です。 

 

  
 記事一覧へ 

 
★ 普通科２年生 アイデアソン(R02.10.09) 
１０月７日の６・７時間目、普通科２年生がアイデアソンに取り組みました。 

アイデアソンとはアイデアとマラソンをかけた造語で、「アイデアを出し続ける」ことを目的としたイ
ベントです。２年生は現在、地域の課題を解決するための方策を考えており、本日のアイデアソンを通
して、課題解決のための様々なアイデアが練り上げられました。 
今日からアイデアの実践に向けて忙しくなりそうです。頑張れ山高生！ 

   
記事一覧へ 

 



★ 三市長提言に向けた各市担当者からの説明会(R02.10.09) 
本日の 5 限目、1 年生の総合的な探究の時間で取り組んでいる香美市・香南市・南国市の課題解決に

向けた活動の一環で、各市役所の担当の方から、市の課題についての説明があり、生徒からの質問にも
答えていただきました。 

  

  
記事一覧へ 

 
 
★ 第９回古民家フォト甲子園表彰式(R02.10.05) 
第９回古民家フォト甲子園において、３－３Ｈ 恒石遥香さんの作品「ふるさと」が銅賞（R2.8.7）を

いただきました。 2020 年 10月 5日、本校校長室においてこの表彰式が行われました。 
授賞式の様子は、10 月 6日の 17 時 15 分～18 時 55 分 KUTV「からふる」で放映予定です。 

  

記事一覧へ 
 
 
 



８月 
★ 緑のカーテン ヘチマが実をつけました(R02.08.24) 
 7 月７日に設置したヘチマを使った「緑のカーテン」の様子です。ひと月と少し過ぎて、葉もだいぶ
伸び、花が咲いています。本日、観察したところあまり大きくはないですが２つほど実がなっているの
が確認できました。今後の成長を見守っていきます。 

  
記事一覧へ 

★ ２学期始業式(R02.08.24) 
 本日、校内放送による２学期始業式が行われました。校長先生からは「２学期は夢中になって打ち込
めるものをなんでもいいので探してください。」とのメッセージがあり、それぞれの学年へ向けてはリ
ーダーとして山田高校を引っ張っていくこと、進路実現を勝ち取る等、２学期への向き合い方について
話されました。充実した２学期になりますよう頑張りましょう。 

  
記事一覧へ 

７月 
★ 緑のカーテン ヘチマ成長中(R02.07.29) 
 ７月７日に設置したヘチマを使った「緑のカーテン」の様子です。２０日ほど過ぎて、葉がだいぶ伸
びてきました。不安定な天気が続きましたが晴れる日も増えそうです。全体を覆うのももう少しです。 

記事一覧へ 
★ １学期終業式(R02.07.27) 
本日、校内放送による１学期終業式が行われました。校長先生からは「夏休みの生活態度は新型コロ

ナウイルスありきで考えること。自分や家族を守るために責任ある行動をとることと、夏休みの過ごし
方が２学期以降の成長を決める、自分の将来を決める。自分自身をひと回り大きくして２学期を迎えて
いただきたい」とのメッセージがありました。 

               記事一覧へ 



★ 商業科・ビジネス探究科 野尻幸彌さん講演会(R02.07.17) 
商業科・ビジネス探究科の生徒を対象に野尻幸彌さんによる講演会が行われました。野尻さんは、高

知の暮らしに魅せられ京都から移住し、現在畑を借りて自給自足の暮らしをされています。講演では、
今年の３月まで自転車でユーラシア大陸横断の旅に出ていた話を通して、「興味や好奇心を持って挑戦
すること」、「好きなことに理由はいらない」といったメッセージをくださいました。生徒からは、「どん
なに難しくてもやってみることは大事」、「あんな風に自分のしてきたことを楽しく話せる人になりたい」
といった感想が寄せられました。 

  

  
記事一覧へ 

★ グローバル探究科 オンライン授業(R02.07.14) 
國學院大學教授の田村学氏による「探究学習とは」についての講義が、zoomを使って行われました。

生徒たちは、香美市に関する新聞記事やかみプロからの講義をもとに「探究していきたい内容」につい
てグループ同士でプレゼンを行い，田村先生からも御助言をいただきました。生徒たちは，今後行う課
題設定についてのヒントを得られたようです。田村先生、ありがとうございました。 

   
記事一覧へ 

 
 
 



★「緑のカーテンを設置しました(R02.07.07) 
 香北町在住の浜口佳太さん、服部雄一郎さんのご指導の下、ヘチマを使った「緑のカーテン」を美術
室前に設置しました。美術部員と商業科２年生が、杉の間伐材や放置竹を利用したプランターを制作し
て、ヘチマ苗を植えました。 
 「緑のカーテン」の設置は、地球温暖化の防止につながります。苗の成長とともに、SDGｓの「７ エ
ネルギーをみんなにそしてクリーンに」、「１１ 住み続けられるまちづくりを」、「１３ 気候変動に具
体的な対策を」、「１５ 緑の豊かさも守ろう」などのゴールについて考え、取り組くんでいきます。 

 
記事一覧へ 

 
★ プロジェクター講習会(R02.07.06) 
南舎の特別教室が今年度新たに「探究ルーム」としてリニューアルし、本日教職員を対象にプロジェ

クタの講習会が開かれました。この教室には短焦点プロジェクタを３台設置しており、東西のホワイト
ボードの壁に直接投影できます。無線でのミラーリングも可能なので、生徒が自身のタブレットを投影
して発表するなど授業の幅も広がりそうです。生徒の探究活動に積極的に活用していきたいですね。 
 

   
 



  

記事一覧へ 
 
★ 期末試験が始まりました(R02.07.01) 
本日より５日間の日程で期末試験が始まりました。新型コロナウイルス感染拡大による休業もあり、

１年生にとっては入学して初めての定期試験です。学習の成果が出るよう最終日まで集中を切らさず取
り組んでほしいです。 

  

記事一覧へ 
６月 
★ 不織布をいただきました(R02.06.19) 

岡村化成株式会社様より山田高校へ「不織布」をいただきました。
新型コロナウイルス感染症予防のため、学校での衛生作業に有効
利用させていただきます。今回、声をかけていただいた営業部次
長の小谷昌平様、いろいろとお世話いただきありがとうございま
した。 

 
記事一覧へ 

 
★ 地域課題探究Ⅱ 各分野の専門家による講演(R02.06.17) 
本日、２年生の地域課題探究Ⅱの時間に７名の講師が来校され、高知県の課題について、お話をして

くださいました。現在、地域課題探究Ⅱでは高知県の課題を発見することに取り組んでいます。本日の
講演はその一環として、福祉・教育・産業・防災・観光・商品開発の分野が抱える課題についてそれぞ
れの専門家からお話を聞かせていただきました。今後は、今回新たに知ることができた課題をどのよう
に解決していくべきかについて考えていきます。講師のみなさま、ありがとうございました。 



   

  
記事一覧へ 

 
★ グローバル探究科 「探究運動会」(R02.06.10) 
グローバル探究科の「探究リテラシー」で「探究運動会」を行いました。この探究運動会は、これか

ら３年間探究を極めるにあたって、探究に必要な力とは何かを考えることを目的としています。生徒は
４人グループで、タブレットを使用したクイズレット、パスタタワー、紙飛行機チャレンジ、雨樋リレ
ーに挑戦しました。 

   

   

   
記事一覧へ 



★ ビブリオバトル代表決定戦(R02.06.05) 
本日６時間目、２年１・２Ｈの国語表現の授業でビブリオバトル決勝大会を開催しました。ビブリオ

バトルとはお気に入りの本を持ち寄ってプレゼンし合い、最も読みたくなった本（＝チャンプ本）を決
めるゲームのことです。 
各ホームの代表となった６人の生徒は、おすすめの本について様々な工夫をこらしながら、力を込め

てプレゼンすることができていました。見事、チャンプ本に輝いたのは松井龍飛くん紹介の辻村深月『ツ
ナグ』でした。おめでとうございます！ 
代表生徒（プレゼン本） 
２－２Ｈ 松井 龍飛（辻村深月『ツナグ』）２－１Ｈ 高芝 明佳（住野よる『よるのばけもの』） 
２－１Ｈ 門明 日向（又吉直樹『火花』） ２－１Ｈ 濵渦 愛奈（辻村深月『きのうの影踏み』） 
２－２Ｈ 山下 はな（三秋縋『三日間の幸福』） 
２－２Ｈ 大石 寛子（魚戸おさむ『はなちゃんのみそ汁』） 

   

記事一覧へ 
★ 浅野聡子さん講演「企画とは人生を生き抜く武器である」(R02.06.03) 
本日６限、㈱Story Crew 共同経営者で、以前本校の地域連携コーディネーターとしても活動されてい

た浅野聡子さんに、「課題解決のための企画の立て方」についてご講演いただきました。この講演は、２
年生の県政課題の解決に向けた活動の一環として行っているものです。 
浅野さんは、ご自身の高校時代や現在取り組んでいる事業を例に挙げながら、理想に近づくための企

画とはどのようなものか分かりやすく解説してくださりました。今回のご講演を参考にして、課題解決
へ向けた企画を立て、行動に移していきたいと思います。 

  

記事一覧へ 
 
 



★ グローバル探究科 タブレットを使用した授業がスタート！(R02.06.03) 
グローバル探究科の第１期生が、タブレットを使用した学習に取り組んでいます。授業中だけでなく、

休み時間や放課後の自主学習、家庭への課題配信・課題提出にも使用しています。写真は、授業の様子
です。クラスの全員が毎日意欲的に取り組んでいます。 

  

記事一覧へ 
５月 
★ ビジネス探究科 ロングホーム(R02.05.27) 

創造的教育協会の事務局長、足立将一氏をお招きした講演会を
行いました。今回は、創造的に「考える」ことの大切さについ
て、ワークやゲームを交えながら伝えていただき、生徒も楽し
く参加できました。物事は一面だけでは捉え切れるものではな
い。多面的に捉え考えることができれば可能性が広がる。大阪
から高知に移住されてきた経験から、魅力があふれる高知には
まだまだ可能性があることを熱く語ってくださいました。超ポ
ジティブシンキング。 

記事一覧へ 
★ Ｍａｋｅ Ｉｔ Ｂｌｕｅ Ｙａｍａｄａ Ｓ.Ｈ.Ｓ(R02.05.18) 

新型コロナウイルス感染症と向き合う医療従事者への感謝の気持ちを伝えるべく、校舎正面に青い
旗を飾りました。青い旗には、医療従事者への感謝の言葉のほかに、生徒が日頃から感染症対策と
して行っていることや、これから取り組んでいきたいことなどが書かれています。山田高校から感
謝の気持ちを届けます。 

  
記事一覧へ 

 
 
 



４月 
★ 対面式(R02.04.08) 
全学年揃って本年度初めての行事、対面式が行われました。コロナウィルス感染拡大予防のために、工
夫をした環境の中で、新入生と２・３年生の初顔合わせとなりました。新入生の伝統を受け継いでいき
たい、という希望と意気込み、いつでも頼ってほしいという先輩生徒の思いを伝えあいました。 

        記事一覧へ 

★ 入学式(R02.04.07) 
令和２年度入学式が挙行されました。今年度は、全員がマスクを着用し、座席の間隔を広く取り、徹

底した換気を行い肌寒い会場内でしたが、グローバル探究科１クラス１６名、普通科２クラス８０名、
ビジネス探究科がクラス２８名、計４クラス１２４名の新１年生が不安や希望、熱い思いを胸にスター
トを切りました。 
これから文武両道を目指し、また探究活動や地域貢献活動にも積極的に取り組み、充実した高校生活に
なるよう、そして３年後の進路実現に向けて教職員一同全力でサポートしていきます。 

    記事一覧へ 

★始業式(R02.04.07) 
本日、校内放送による始業式が行われました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一

環として、体育館での実施から切り替えられたものです。登校前に検温ができていない生徒については
検温室が用意され、全員の健康チェック完了後、新２・３年生たちは、各ホーム教室で校長先生からの
熱いメッセージを聞きました。 

  
記事一覧へ 
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