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職業奉仕委員会担当卓話 SPEECH
スーパーサイエンスハイスクール
～文部科学省から指定を受けた成果～
磐城高校校長 箱

﨑

温

夫

氏

スーパーサイエンスハイスクール
（ＳＳＨ）事業は、文部科学省が将来
の国際的な科学技術の人材を育成し
ようと、平成14年度から理数系教育
に重点を置いた取り組みです。生徒
の探求心を高め、論理的思考ができ
るように、さまざまな学習やフィールドワークを特別
な予算を付けてもらい、基本的に１期５年にわたり繰
り広げます。
平成27年度では全国で203校が指定されています。１
期を終えても引き続き、２期、３期と取り組む学校もあ
ります。本県の状況は、平成14年度に安積高校、16年度
に相馬高校、19年度に福島高校、22年度に会津高校、そ
して本校が23年度に指定を受けました。
本校の取り組みは６本の柱があります。１つ目は１
年生全員を対象に探求活動を行うための基礎を身につ
ける。２つ目は興味を持った１年生から希望を取って
２年生でＳＳＨ探求クラスを設定しています。３つ目
は部活動です。物理、生物、化学、天文地質学、数学
の文化系の部活で大学や研究機関と連携し探求活動を
行っています。今年度は117名が所属しています。昔の
文化系の数からすれば驚異的な数と思われます。４つ
目は理科や数学以外でもＳＳＨの活動をリンクさせて
いこうと、家庭科では食物の栄養分析を学ぶ意欲を高
める形で取り組ませています。５つ目はグローバル化
への対応です。英語での質疑応答まで持っていけるよ
うに努めています。６つ目は２年生全員を対象にした
進路や職業に関する取り組みで、地域の企業の皆さま
の協力を得て実施しています。
今年度の校外での探求活動は多岐にわたって行いま
した。その中で、東北大学への訪問研修は学年が丸ご

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

と出掛け１クラス１学部で研修しました。卒業生の学
生に手伝ってもらい、学生生活や研究の内容などを詳
しく知ることができました。会津大学では書かれた論
文の読解法や国際理解についての講座を設定してもら
いました。企業訪問の研修では、今、自分たちが勉強
していることが社会に出て、どこで、どのように必要
とされているかを理解しました。同時に、いわき地域
では世界的な技術を持つ企業や研究所がたくさんある
ことを認識してもらいます。
理数系の部活動は、多岐にわたるテーマなので理数
系担任だけでは足りないため、大学の先生や研究所の
方の指導も仰いでいます。生物部は、いわき明星大学
に専門の先生がおられるので、分類の仕方などの指導
でお世話になっています。
グローバル化への対応では、スカイプを活用して米
国のイェール大学との交流を実施したり、英語圏以外
からの留学生との交流も行っています。一昨年と今年、
イギリスのケンブリッジ大学に生徒数名が訪問し聴講
しました。
こうした活動の成果は、いろいろと現れています。
理数系選択の生徒が増えたことや地域の大学、企業と
の結びつきが強まったことが挙げられます。平成25年
度に大阪で開催された「高校化学グランドコンテスト」
で大阪府知事賞とシュプリンガー賞をダブル受賞しま
した。それは、その年だけでなく先輩たちから引き継
いだ成果でした。機材のそろった研究所などでできる
ものを高校の実験室でやり遂げた。生徒たちは、失敗
しても挑戦を続ける意義を感じたと思います。
本校のＳＳＨ指定は１期目が今年度で終了します。
２期目に向けて、国際化は一部の生徒だけに終わらな
いよう、先ほど話したスカイプなどをもっと活用する
のも良いでしょう。また、論理的思考の育成は理系の
生徒だけでなく、文系の生徒こそ必要だという意見が
あり、全校生徒に波及させていきたいと考えています。
★本日の例会案内 １月21日（木） 12：30 ～
第4回クラブ協議会
お食事メニュー＝鰤の野菜餡かけ、刺身５種盛り
★次回の例会案内 １月28日（木） 12：30 ～
ＳＡＡ担当卓話 青木喜久男副ＳＡＡ
お食事メニュー＝おろしハンバーグ、パスタ

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆新年のセレモニー

司会：野沢幹事
点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我等の生業）
・
ロータリーの目的（吉田仁平会員）四つのテスト（竹
谷金浩会員）

⃝例 会場の椿山荘のスタッ
フへお年玉を贈呈

⃝年 男の会員へ干
吉田仁平会員

竹谷金浩会員

支ボトル贈呈

（写真左から）

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
卓話をお願いした磐城高校校長の箱﨑温夫様

勝田博志さん
鈴木 稔さん
仲沼之博さん

委 員 会 報 告

★ 誕生祝

◆ 出席委員会（仲沼之博委員）
例会日
１月 14 日

勝田 博志さん
（１月１日）

新田 俊彦さん
（１月９日）

小野寺 順正さん
（１月13日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。私は、昭和 51
年から 56 年にかけてサラリーマン
時代に仙台に住んでいました。身近
な思い出話で恐縮ですが、今日は２
つのうちの１つをお話しさせていた
だきます。
住まいは、東北大学病院から西に数キロのところ、
八幡町（今は青葉区八幡）でした。近くに国宝大崎
八幡神社がありまして、毎年、ちょうど今日から明
日の 15 日朝にかけて「どんと祭」が行われます。
全国一斉に行われる、正月飾りを送る行事で、地方
によっては「どんど焼き」として親しまれている小
正月の祭事です。
仙台のそれは規模的に全国一で特に有名です。そ
れに「裸参り」が付いているところがミソです。デ
パートの若い女子社員が団体でお参りに来るのが圧
巻でした。
「はだかで女の人がいっぱい来るのです
か？」などと聞いている人が近くにいたのを覚えて
います。もう１つの話は、また後日にいたします。

◆幹 事 報 告
⃝県特別支援教育振興会いわき支部より会報が届きまし
た。
⃝いわき市国際交流協会より「ワールドアイ」が届きま
した。
⃝いわき経済同友会より「ＳＥＡ ＩＷＡＫ I」が届き
ました。
⃝郡山ＲＣより会報が届きました。

基本会員数 出席者
49 名

32 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）
松崎浩さん、佐々木芳弘さん、大久保健蔵さん、飯
以上５件
野光世さん、松﨑倫久さん。
◆ 米山記念奨学会委員会（菊田政寛委員）
松崎浩さん、菊田政寛さん、大久保健蔵さん、飯野
以上５件
光世さん、佐々木芳弘さん。
◆雑誌委員会（高橋康二副委員長）
○ロータリーの友１月号の「見どころ読みどころ」紹介
横組 1 8 ～ 19ページ みんなで一緒に歩こうよ！ 「日
本スリーデーマーチ」に参加
縦組 ４～８ページ 「挑戦 二戸から世界へ…」
南
 部美人五代目蔵元 久慈浩介氏のスピーチ

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥松崎浩さん（箱﨑校長先生の来訪、卓話に感謝して）
♥勝田博志さん（誕生祝ありがとうございます。年男の
プレゼントもありがとうございます）
♥平戸康明さん（新
年おめでとうございます。私が利用すれば丁度 10 万円
になりますね）♥小野寺順正さん（今年もよろしくお願
い致します。誕生祝、ありがとうございます）♥新田俊
彦さん（箱﨑校長先生卓話よろしくお願い致します。誕
生祝ありがとうございます）♥大久保健蔵さん（新年会
で干支のお酒をいただいてありがとうございます）♥仲
沼之博さん（干支ボトル有難うございます）♥山崎洋次
さん（新年明けましておめでとうございます。本年もど
うぞよろしくお願いいたします）♥佐々木芳弘さん（新
年明けましておめでとうございます）
♥児玉武彦さん（新
年明けましておめでとうございます）
♥松﨑倫久さん（明
けましておめでとうございます）♥野沢達也さん（箱﨑
先生、卓話楽しみです。娘も世話になってます。もう少
しめんどう見て下さい）♥関口武司さん（箱﨑先生、卓
話楽しみにしております）♥竹谷金浩さん（箱﨑校長先
生、卓話よろしくお願いいたします）♥吉田仁平さん
（第 30 代会長阿部乙之さんのご冥福を祈って……）♥佐
藤淳さん（恵方巻、美のカリスマ IKKO ディナーショー

以上 16 件
よろしくお願いします）

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

