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　前期生徒会方針は「＃Butter Fly Knot」で
す。「＃（ハッシュタグ）」はつながりを深めたい・
発信したいという思いから、身近なSNSでつな
がりを求めたり発信したりするときに用いる

「＃」をつけました。「Butter Fly Knot」は日本
語で「蝶々結び」という意味です。結び目には
2つの意味をもたせました。1つは「結束力」、
もう1つは「わだかまりや誤解をときたい」という
ことです。この方針のもと、いろんな組織をつ
なげられるように、約5ヶ月間頑張ってきまし
た。前期の間、ありがとうございました！

　10ヶ月間という短い間でした
が、私はこの安城学園高校でたく
さんのことを学ぶことができまし
た。楽しいこともいっぱいありまし
た。ホストファミリーや友だちといろ
いろな経験ができました。球技大
会と体育祭がとても印象に残っ
ています。仲間や先生方に大変
感謝しています。フィリピンへ戻っ
てからも日本語の勉強を続け、ま
た日本に来たいと思います。あり
がとうございました。

マリア・アリシア・ブリアナ・ベルトラン（通称 テア）

前期生徒会役員

フィリピンでも日本語の勉強を続けたい

「＃Butter Fly Knot」に
込めた思い

2016年10月17日～2017年7月末まで、
フィリピンマニラより本校に留学

留学生紹介

　ホームステイを経験して学んだことは「何ごとにも怖がらずチャレン
ジする」ということです。これはホストファミリーが教えてくれたことで、
彼らはいつも学校から帰ると話を聞いてくれました。そのおかげで英
語で話すことに抵抗がなくなり、語学学校でも自ら話しかけ、たくさん
の友だちができました。その結果、語学学校で優秀生徒のみに送ら
れる「Good Speaking Award」を受賞することができました。貴重な
体験をさせてくれた家族に感謝です。

普通科2年1組

佐藤 萌夏　依佐美中学校出身　

What I learned from my host family

2017年8月5日～27日まで、
ニュージーランドにホームステイ　

前期生徒会メンバー紹介
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第59回定期演奏会 6月3日（土）～4日（日）
安城市民会館サルビアホール

　新一年生を迎えて、私には責任感やたくさんの不
安がありました。しかし周りには助けてくれる仲間・先生
方がいて、仲間たちとつくりあげた定期演奏会は最高
のものになったと思います。演奏会はみんなでつくるか

らよいものができます。これからもたくさんの方々の心に響く音楽、感謝の気
持ちが届けられるような演奏会をみんなでつくっていきたいです。

音野 結海
大府中学校出身

普通科　3年4組

心に響く音楽　
　入部して2ヶ月で出演したファーストステージは、学ぶ
ことがたくさんありました。吹奏楽部の一員となってお
客さんを楽しませることは想像以上に大変でしたが、み
なさんが楽しんでくれているのが伝わってきて、とても楽

しくよい経験となりました。吹奏楽部の一員という実感はまだわかず先輩方が
遠い存在に感じますが、先輩方に少しでも近づけるように頑張っていきます。

杉浦 百南
鶴城中学校出身

普通科　1年11組

あこがれのファーストステージにたって

　小学生・市民の方を中心に、170名以上の方が太極拳などの運動やものづくり講座など
に参加していただきました。また7月27日には「わくわくサイエンスディ」が開催され、本校教員
などの講師のもと、のべ500名の小学生が工作を楽しみました。

5月6日（土）、6月3日（土）、7月15日（土）

吹奏楽部

土曜講座

関 神一
安城学園高等学校 
校長 関 神一
安城学園高等学校 
校長

巻頭言

響きあうまちと学校

1学期の行事
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人はタフで優しくなければならない
「タフでなければ生きていけない。
優しくなければ生きている資格はない。」
（レイモンド・チャンドラー：アメリカ/作家）

　毎日の生活は、小さなトラブルの連続だ。い

ろいろな人と接する中で、人は傷つくことも多

い。しかし、多くの人は、それを乗り越え生きて

いる。逆に、知らず知らずのうちに、人を傷つ

けている可能性もある。そんな毎日の生活の

中で、あなたが考えなければならないことは何

だろう。

　それは、自分一人だけの世界・人生はどこ

にもない。だが、自分というものを、しっかり持っ

ていないと生きていけないのも事実だ。これ

が、人が生きていくための「タフ」な部分。

　そして、人を傷つけることを減らしていくこと

も大切なこと。これがなければ、他の人と共に

生きていくことはできないし、人としての魅力も

ない人になってしまう。

　人は、一人では生きてはいけない。自分と

いうものを前面に出し、時には他の人のことを

考え抑え、「優しく」なければ生きていく資格は

ないのではないか。

　若者の自殺・大国の保護主義・力による制

裁・武力による威嚇・民族紛争による難民等

を考える中で…

巻 頭 言

princ ipal
speech

ダンス部
8月4日（金）～6日（日）

　私たちダンス部は、今年も安城駅前ステージで踊ら
せていただきました。夏の大会と時期が重なり練習の
両立が大変でしたが、仲間とともに乗りこえることがで
きました。当日は練習の成果を十分に出し切ることがで

き、最高のステージになったのも一緒に頑張ってきた仲間、顧問の先生や親、
友人・先輩方のおかげだと思っています。今後とも応援よろしくお願いします。

村松 郁泉
津具中学校出身

普通科　3年4組

最高の仲間と最高のステージ
吹奏楽部

　今年で2度目の安城七夕まつりパレードに参加させ
ていただきました。毎年出演させていただいているの
で、とても楽しみにしていました。練習時間が短く大変
でしたが、暑さを忘れるくらいたくさんの声援をいただき、

心から楽しんで演奏することができました。また、部員全員の演奏だったので、
大パレードになりました。今後も、応援してくださる方々のために日々練習して
いきたいです。

池田 早希
岡崎南中学校出身

普通科　2年8組

感謝の気持ちを届ける！

安 城 七夕まつり

170名以上の方が参加

研究部 竹内徹
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　本校の修学旅行は、北海道・北九州・屋久島・沖縄・シンガポールの各
コースから、生徒が行く先を選択するメニュー方式です。どのコースにも自然
と接し、歴史や文化に触れ、平和や人権について考える学習が盛り込まれて
います。また、ウィンタースポーツやマリンスポーツ、カヤックなどの体験は、刺
激のある経験となりました。特に、ホームステイなど現地の人たちとの交流や
生活体験は日常から離れた貴重なもので、生徒たちは多くの「学び」を得てき
ました。ここでの「学び」が彼らの成長の糧となると信じています。最後に、実
施に際して、保護者の皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。

　4月15日に新入生歓迎会が行われました。各部活の趣向を
凝らした紹介や、学校紹介・行事紹介は新入生の緊張をほぐ
し、学校生活の楽しさを伝えることができました。その後、第29
回創作ミュージカル「STATION～光の中へ～」が上演されま
した。先輩たちが受け継いできた自主活動の魂が、新入生に
しっかりと受け継がれたと思います。午後には一般講演が行わ
れ、ひたむきな演技と美しい歌が来場者の感動を呼びました。

　生徒会・代議員・各学年の代表者会、学園祭実行
委員の代表が集まり、安城学園の未来について真剣
に討議しました。先輩や先生の話しを聞き、リーダーと
は何か、繋がるために必要なことはなにか、などさまざま
なことを討論し、大きく成長して帰ってきました。

2年生修学旅行
2017年3月10日～3月14日
北海道・沖縄・北九州・屋久島・シンガポール

国語科創造発表会
2017年3月15日

2016年度合唱コンクール
2017年3月16日　安城市民会館サルビアホール

　私たちのクラスは「言葉にすれば」を歌いまし
た。アカペラで始まり、ソロパートがあるとても難し
い曲でした。指揮経験もなく不安でいっぱいでし
たが、みんなの歌声と伴奏に支えられ本番を迎え

ることができました。その結果、いつも見守ってくれる磯貝先生と藍先
生に最優秀賞を贈ることができ、本当に嬉しかったです。このクラスの
指揮をすることができて幸せでした。1年4組、ありがとう。

江島 歩海
福岡中学校出身

普通科2年3組

「2年生修学旅行を終えて」

■キャスト・スタッフの感想

3年学年主任　黒柳貴夫

　本年度は、すべてのクラスで劇を基本にして、「相手に伝える」活
動を行ないました。グループでテーマを決め、ストーリーを作り、細部
までこだわりました。今回代表となった作品は、オレオレ詐欺や高齢
化、薬物などの社会的問題、小豆坂の戦いやアンネ・フランクなど
の歴史関係、グローバル化における自己と他者の関係、個性の重
要性などを訴えるものがありました。発表当日まで試行錯誤をし、改
善をする姿は目を見張るものがありました。

「多彩なテーマで「相手に伝える」活動」

「歌声と伴奏に支えられた最優秀賞」

　初めは、友だちと交流できる
かなど不安でいっぱいでした。
しかし、ガイダンスを通して自
分の意見を言ったり、初めて

の人と交流したりして自分を少しでも変えることが
できたので、勇気を出して発言してよかった、行っ
てよかったと思いました。先輩方が一番楽しかっ
たと言っていた理由もわかった気がします。

土屋 志帆
矢作中学校出身

普通科1年4組

「勇気を出し自分を
  変えることができた」

　今回の生徒会合宿で「AGAIN
ST WAVES」を読んで、これから
の学園祭に向けてリーダーとして
の在り方を考えました。私はリー

ダーをあまり経験してこなかったので、改めて考えるきっ
かけになりました。私は生徒会役員として全校生徒や地
域を繋ぐことのできる活動をしていけたらいいと思ってい
ます。今年は新しいこともたくさん意識して、これから頑
張っていきたいです。

川﨑 野愛
刈谷東中学校出身

普通科3年4組

「生徒や地域を繋ぐことのできる活動を」

　私は「言葉にすれば」の伴奏をさせていただきま
した。この曲は普通の合奏曲とは異なり、最初は
ピアノの伴奏がなくアカペラから始まります。毎日
の練習も大変でしたが、このアカペラに合わせた

伴奏を入れることが難しかったです。本番は緊張したけれど、とても楽し
く演奏することができました。最後まで頑張れたのはみんなのおかげだ
と思っています。素敵な思い出になりました。

西山 柚花
大高中学校出身

普通科2年4組

「最後まで頑張れたのはみんなのおかげ」

国語科教諭　柴田　匡彦

　高校という新しい世界に第一歩を踏
み出した新入生たち。フレッシュマン
キャンプは期待と不安の中、話し合い、
遊び、一緒に食事をして気持ちを共有
し、お互いを仲間と認識し、前向きに踏
み出して行くことが目的です。討議やレ
クリエーション、3年生アシスタントから
の話を通して、高校生活で大切にしな
ければならないことや目標を考えることができました。生徒たちのこれからの3年間に期
待しています。

「フレッシュマンキャンプを終えて」
1年学年主任　金本 勢一郎

フレッシュマンキャンプ
2017年4月19日～21日
大芝荘（長野県上伊那郡南箕輪村）、阿南少年自然の家（長野県下伊那
郡阿南町）、駒ヶ根ふるさとの家（長野県駒ヶ根市）

生徒会リーダーズ合宿
2017年5月27日・28日
岡崎青年の家

新入生歓迎会・創作ミュージカル一般講演
2017年4月15日　安城市民会館サルビアホール

○最初は恥ずかしくて親や友人にもキャストをやっていると言えませんでした。今は胸を張っ
て言えます。悔いの残らない全力の演技ができてよかったです。
○去年のミュージカルを見て感動し、人見知りで緊張して舞台に立つのは無理なはずなの
に、絶対にやろう！と思いました。毎日大変でしたが、すごく楽しい時間でした。去年の私と同
じ気持ちになる子がいてくれるといいなと思います。
○春休みも練習に励み、不満が募ったこともありましたが、最後の公演では「まだ終わって
ほしくない」と思っていました。そう思えるほど一生懸命やってこれたんだと感じています。

○5月の創作委員会から始まり、週一回の話し合いや家庭で考えることも多く、嫌だと思うこと
もありました。その中で精神的に強くなれ、自分の意見を出せるようになれたと思います。
○友だちに誘われ軽い気持ちで始めましたが、作業を重ねるうちに「周りに迷惑をかけたくな
い」「キャストを支えていきたい」という気持ちに変わっていきました。自主活動は初めてで不安
でしたが、ミュージカルに関わることができてよかったです。
○最後のダンスの時に今までのことを振り返り、つらいことも多かったけど、それ以上に笑っ
ていたなと気づきました。チーフらしいことがそれほどできませんでしたが、支えてくれたみんな
にありがとうの気持ちでいっぱいです。

3月～9月の行事 School Events
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　今年も、多くの種目を手際よく進行された体育科の先生方、
設営から撤収までを担ったクラブの補助生徒の皆さん、生徒会
や吹奏楽部の皆さんなどの奮闘があって無事に終了しました。
多くの先生方の協力もあり、本校らしい体育祭になったと感じ
ます。また、ハチマキや学級旗作りを通して、中心メンバーが成
長したり雰囲気がよくなったりしたクラスもたくさんありました。

生徒会大船渡七夕ボランティア
2017年8月6日～9日　岩手県大船渡市盛町

体育祭
2017年5月31日　城南グランド

　「がんばれ！」とクラス席から聞こえる応援
の声。私は、4×100Rに出場しました。目標
であった決勝に進出、結果は2位でしたが
「すごかったね」「お疲れさま」とみんなが声を

かけてくれました。一人一人が全力で競技や応援をし、クラスの
雰囲気がよくなり結果として優勝できたと思います。また、こうした
行事の裏側では、前日からの準備、当日の運営を行った先生
方、部活生や生徒会の支えがあるという感謝の心を忘れずにい
たいと思いました。

神取 空那
鶴城中学校出身

普通科2年9組

「2017年度体育祭で総合優勝して」

　私自身としては3回目、弦楽部としては6年目の
東北ボランティアに行ってきました。初めて夏に訪
問し、3泊4日という今までとは一味違う演奏旅行と
なりました。弦楽部で3回、オーケストラで2回、復興

住宅やさんさん商店街などさまざまな場所で演奏し、「とてもよかったよ、
ありがとう」「また来てね」と声をかけていただき、やりがいを感じました。私
たちの音楽で笑顔が増えるようにこの活動を大切にしていきたいです。

大畑 佳穂
葵中学校出身

普通科3年5組

「やりがいを感じた演奏旅行」

　今年で2回目の参加となりました。震災により大
きな被害を受けた気仙沼・大船渡へ行き、復興の
様子を見ることができました。去年訪れた時よりも
復興が進んでいるなと感じられました。老人ホーム

や幼稚園、復興住宅で演奏させていただきました。どの場所でも現地
の方々は皆温かく迎えてくださり、私たちの歌を真剣に聞いてくださいま
した。私たちの歌で笑顔を届けることができ、とてもうれしく思います。

伴 真夏
高浜南中学校出身

普通科2年2組

「歌で笑顔を届けられることがうれしい」

　2日間、全校生徒の皆さんの楽しそうな姿を多く見ることが
でき、とても嬉しく感じました。今年ならではの楽しく可愛らしい
企画や、普段の授業ではできない学びができる企画などが多
くあり、充実した学園祭になったと思います。これは準備や片

づけなど、全校の皆さんの支えがあったからです。本当にありがとうございました。

星野 紗那
幸田中学校出身

普通科3年5組

「普段にはない学びができる、充実した学園祭に」

　今年は86の企画が並び、その中には新しい企画として、
模擬国民投票とそれに伴う地歴・公民科の授業での憲法事
前学習授業や学祭プロジェクトなどがあり、学園祭の歴史に
残るものになったと思います。これらの企画にたくさんの人が

協力してくれたおかげで、最高の学園祭を作り上げることができました。

渡橋 藍
竜北中学校出身

商業科3年1組

「歴史に残る、最高の学園祭」

　大船渡七夕ボランティア
に参加し、大船渡東高校生
徒会の方々や七夕祭りを訪
れた方 を々はじめ、たくさんの

方と交流することができました。さまざまな方とお
話しする中で、改めて東日本大震災を風化させ
てはいけないと感じました。震災を経験し、それを乗り越えて伝えられる言葉にはとても
重みがあります。震災から約6年、どれだけの人があの日のことを忘れずにいるでしょう
か。これからも東北の方々の想いを繋いでいきたいと改めて思いました。

黒木 愛華莉
依佐美中学校出身

普通科2年8組

「改めて思う、「想いを繋ぐ」こと」

東日本と愛知をつなぐコンサート  東北ボランティア演奏旅行
2017年8月17日～20日　東北各地

学園祭
2017年9月29日・30日

3月～9月の行事 School Events

デコレーション部門
調査研究部門
参加複合部門

ステージ部門

部門オープン

最優秀賞
最優秀賞
優秀賞

最優秀賞

特別賞

商業科1年2組「MOAI～未来に生きる～」
普通科2年5組「Unknown World of Disney」
普通科2年10組「alone～戻ってこられるのは誰～」
普通科2年3組「ジブリってる？」
普通科3年1組「Change the world」
普通科3年3組「laugh and peace ～invert the universal～」
普通科1年2組「誰かのために」
普通科2年9組「Children future～LEGOアーチ～」
商業科3年1組「けっぱれ東北！」
商業科3年3組「UNIVERSAL　STUDIO　ANJO」
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Club activity report

　高校最後のインターハイ、「必ずよい結果を出して
チームに流れをつくる、仲間の分も頑張る！」と心に
決めていました。しかし、結果は予選落ち。励ましてく
れた友だちや一緒に頑張ってきた仲間、山形まで応

援に来てくれた親、そして失敗しても見捨てず育ててくださった先生など、
みんなに申し訳ない気持ちと自分への情け無い気持ちでいっぱいで、な
かなか立ち直ることができませんでした。しかし今は、もう一度仲間と全国
で勝ちたいという強い思いで、10月にある全国大会に向けて頑張ってい
ます。皆さんの応援は本当に力になりました。ありがとうございました。

菰田 梨香子
大府北中学校出身

普通科3年8組

　7月末のインターハイ7位のリベンジとして、8月末の全国選抜は
「日本一を取ってくる」という思いで挑みました。インターハイよりは
順位を上げ4位ではありましたが、いつも支えてくれる家族やお世
話になった先生方、先輩方、仲間に日本一という最高の形で恩返

しすることができず、本当に悔しいです。今後の高校シーズンの目標は愛知県高校記録
を塗り替えることです。また、いつも応援してくださる皆さんの思いに支えられて頑張れて
いるので、皆さんへの感謝の気持ちを込めて見る人を歓喜させられる投げを目指します。
応援ありがとうございました。

平野 栞菜
吉良中学校出身

普通科3年7組

クラブ活動報告 2017年7月～10月

　7月28日から行われた南東北総体は、
ベスト8という結果で終わりました。あと一
勝でベスト4となりメインコートで試合をする
ことができたということもあり、とても悔し

かったです。自分たちの弱いところが勝敗を分けるときに出てし
まったと思います。支えてくれる全ての方への感謝の気持ちを忘
れずに、チーム一人一人が成長できるように頑張ります。これか
らも応援よろしくお願いします。

上村 菜々美
瀬戸市立南山中学校出身

普通科3年12組

　私たち女子バスケットボール部は、福島県で行われた南東
北総体に出場し、準々決勝で明星学園に72－80で敗れベ
スト8という結果になりました。まだまだ甘い部分が多く、勝負
どころで力を発揮することができなかったと思います。ベスト8と

いう結果で満足せず、ウインターカップに向けて一人一人が徹底してチームのレベ
ルを上げていきます。これからも応援よろしくお願いします。

熊谷 季子
豊川南部中学校出身

普通科3年8組

　国体は団体戦で2種目を競技し、種目
ごとにチーム順位をつけて争います。予
選はリード6位・ボルダリング1位で、2種
目とも決勝に進出。決勝では難しい課題

に苦戦しましたが、楽しく登り、自分が持てる力を出し切れたと
思います。愛知県チームは、リードは予選から順位を2つ上げ4
位、ボルダリングは3位と嬉しい結果を残せました。応援ありが
とうございました。

倉 菜々子
普通科2年11組

刈谷南中学校出身

陸上競技部 女子バスケットボール

ボルダリング

弦楽部

アーチェリー

全国高校総体出場!
2017年7月29日～8月3日
場所／NDソフトスタジアム山形

バスケットボール選手権インターハイ2017
2017年7月28日～31日
場所／県営あづま総合体育館ほか

えひめ国体
2017年10月1日～3日
場所／西条市西条西部
         体育館ほか

アーチェリー競技インターハイ2017
2017年8月9日～12日
場所／宮城県ひとめぼれスタジアム

全国高校総体7位!
2017年7月29日～8月3日
場所／NDソフトスタジアム山形

全国選抜陸上競技大会4位!
2017年8月26日
場所／大阪・ヤンマーフィールド長居

　走高跳 出場

　ハンマー投げは、7年前に作られた大会記録を5ｍ更新することが
できました。円盤投げでも仲間の光岡くんのビッグスローに次いで2
位で、大会新記録でした。ここまで成長することができたのは、走・跳・
投すべてのブロックに高めあえる仲間がいて、先生・先輩方のご指導

があり、応援してくれる家族がいるからこそだと実感しました。支えてくださっている多くの方
に感謝し全国入賞で恩返しできるよう、高い目標を掲げ日々仲間と成長していきます。

佐々木 秀斗
豊南中学校出身

普通科2年11組

西三新人大会　
2017年9月30日・10月1日
場所／パロマ瑞穂スタジアム

　弦楽部は、11月4日に千葉県で行われる全日本学校合奏コン
クール全国大会に出場することが決まりました。これも、普段レッス
ンしてくださる先生方、応援してくださる皆様のおかげです。全国大
会ではチャイコフスキー作曲、弦楽セレナーデ1楽章を演奏しま

す。練習を重ね、よい結果を残せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

佐藤 楓華
矢作北中学校

商業科3年2組

弦楽部、全国大会へむけて

仲間と一緒に全国で戦う

チーム一人一人が成長を目指し
て

ベスト8に満足せず
レベルアップを

見る人を歓喜させられる
投げを

高めあえる
仲間とともに

持てる力を出し切った
嬉しい結果

　愛知県には、違う高校にナショナル
チームのメンバーが2人おり、「彼らがい
なければインターハイに行けたのにな」と
言われたこともありました。悔しくて誰より

も練習し、インターハイへの出場を決めることができました。し
かし、大会では1本のミスが緊張を招き、予選敗退という結果
に終わってしまいました。インターハイの悔しさをバネにこれから
も頑張っていきたいです。

海野 直幸
普通科3年12組

安城北中学校出身

悔しさをバネに国体へ

ハンマー投 出場

全国高校総体ベスト8！

JOCジュニアオリンピックU18

日本陸上競技選手権大会出場決定！
山岳リード決勝4位
ボルダリング決勝3位

よい結果を残せるように頑張り
ます！
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　高校最後のインターハイ、「必ずよい結果を出して
チームに流れをつくる、仲間の分も頑張る！」と心に
決めていました。しかし、結果は予選落ち。励ましてく
れた友だちや一緒に頑張ってきた仲間、山形まで応

援に来てくれた親、そして失敗しても見捨てず育ててくださった先生など、
みんなに申し訳ない気持ちと自分への情け無い気持ちでいっぱいで、な
かなか立ち直ることができませんでした。しかし今は、もう一度仲間と全国
で勝ちたいという強い思いで、10月にある全国大会に向けて頑張ってい
ます。皆さんの応援は本当に力になりました。ありがとうございました。

菰田 梨香子
大府北中学校出身

普通科3年8組

　7月末のインターハイ7位のリベンジとして、8月末の全国選抜は
「日本一を取ってくる」という思いで挑みました。インターハイよりは
順位を上げ4位ではありましたが、いつも支えてくれる家族やお世
話になった先生方、先輩方、仲間に日本一という最高の形で恩返

しすることができず、本当に悔しいです。今後の高校シーズンの目標は愛知県高校記録
を塗り替えることです。また、いつも応援してくださる皆さんの思いに支えられて頑張れて
いるので、皆さんへの感謝の気持ちを込めて見る人を歓喜させられる投げを目指します。
応援ありがとうございました。

平野 栞菜
吉良中学校出身

普通科3年7組

クラブ活動報告 2017年7月～10月

　7月28日から行われた南東北総体は、
ベスト8という結果で終わりました。あと一
勝でベスト4となりメインコートで試合をする
ことができたということもあり、とても悔し

かったです。自分たちの弱いところが勝敗を分けるときに出てし
まったと思います。支えてくれる全ての方への感謝の気持ちを忘
れずに、チーム一人一人が成長できるように頑張ります。これか
らも応援よろしくお願いします。

上村 菜々美
瀬戸市立南山中学校出身

普通科3年12組

　私たち女子バスケットボール部は、福島県で行われた南東
北総体に出場し、準々決勝で明星学園に72－80で敗れベ
スト8という結果になりました。まだまだ甘い部分が多く、勝負
どころで力を発揮することができなかったと思います。ベスト8と

いう結果で満足せず、ウインターカップに向けて一人一人が徹底してチームのレベ
ルを上げていきます。これからも応援よろしくお願いします。

熊谷 季子
豊川南部中学校出身

普通科3年8組

　国体は団体戦で2種目を競技し、種目
ごとにチーム順位をつけて争います。予
選はリード6位・ボルダリング1位で、2種
目とも決勝に進出。決勝では難しい課題

に苦戦しましたが、楽しく登り、自分が持てる力を出し切れたと
思います。愛知県チームは、リードは予選から順位を2つ上げ4
位、ボルダリングは3位と嬉しい結果を残せました。応援ありが
とうございました。

倉 菜々子
普通科2年11組

刈谷南中学校出身

陸上競技部 女子バスケットボール

ボルダリング

弦楽部

アーチェリー

全国高校総体出場!
2017年7月29日～8月3日
場所／NDソフトスタジアム山形

バスケットボール選手権インターハイ2017
2017年7月28日～31日
場所／県営あづま総合体育館ほか

えひめ国体
2017年10月1日～3日
場所／西条市西条西部
         体育館ほか

アーチェリー競技インターハイ2017
2017年8月9日～12日
場所／宮城県ひとめぼれスタジアム

全国高校総体7位!
2017年7月29日～8月3日
場所／NDソフトスタジアム山形

全国選抜陸上競技大会4位!
2017年8月26日
場所／大阪・ヤンマーフィールド長居

　走高跳 出場

　ハンマー投げは、7年前に作られた大会記録を5ｍ更新することが
できました。円盤投げでも仲間の光岡くんのビッグスローに次いで2
位で、大会新記録でした。ここまで成長することができたのは、走・跳・
投すべてのブロックに高めあえる仲間がいて、先生・先輩方のご指導

があり、応援してくれる家族がいるからこそだと実感しました。支えてくださっている多くの方
に感謝し全国入賞で恩返しできるよう、高い目標を掲げ日々仲間と成長していきます。

佐々木 秀斗
豊南中学校出身

普通科2年11組

西三新人大会　
2017年9月30日・10月1日
場所／パロマ瑞穂スタジアム

　弦楽部は、11月4日に千葉県で行われる全日本学校合奏コン
クール全国大会に出場することが決まりました。これも、普段レッス
ンしてくださる先生方、応援してくださる皆様のおかげです。全国大
会ではチャイコフスキー作曲、弦楽セレナーデ1楽章を演奏しま

す。練習を重ね、よい結果を残せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

佐藤 楓華
矢作北中学校

商業科3年2組

弦楽部、全国大会へむけて

仲間と一緒に全国で戦う

チーム一人一人が成長を目指し
て

ベスト8に満足せず
レベルアップを

見る人を歓喜させられる
投げを

高めあえる
仲間とともに

持てる力を出し切った
嬉しい結果

　愛知県には、違う高校にナショナル
チームのメンバーが2人おり、「彼らがい
なければインターハイに行けたのにな」と
言われたこともありました。悔しくて誰より

も練習し、インターハイへの出場を決めることができました。し
かし、大会では1本のミスが緊張を招き、予選敗退という結果
に終わってしまいました。インターハイの悔しさをバネにこれから
も頑張っていきたいです。

海野 直幸
普通科3年12組

安城北中学校出身

悔しさをバネに国体へ

ハンマー投 出場

全国高校総体ベスト8！

JOCジュニアオリンピックU18

日本陸上競技選手権大会出場決定！
山岳リード決勝4位
ボルダリング決勝3位

よい結果を残せるように頑張り
ます！
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◇男子バスケットボール部
　４月　高校総体西三河予選　優勝
　５月　高校総体県予選リーグ　３位
　６月　高校総体東海大会　４位

◇女子バスケットボール部
　４月　高校総体西三河予選　優勝
　５月　高校総体県予選リーグ　準優勝（全国大会出場）
　６月　高校総体東海大会　ベスト８
　７月　高校総体全国大会（福島県）　ベスト８
　８月　東海私学大会　準優勝
　８月　愛知県選手権大会　準優勝

◇野球部
　４月　平成２９年度春季西三河大会　県大会出場
　５月　第６７回愛知県高等学校優勝野球大会　ベスト３２
　7月　第９９回全国高等学校野球選手権愛知大会　1回戦
　8月　平成２９年度秋季西三河大会　２次トーナメント進出

◇陸上部
　５月　高校総体西三河予選

　５月　高校総体愛知県大会

　６月　高校総体東海大会（のべ１９種目出場）

　８月　高校総体（のべ１２種目出場）　
　　　　　　　　　　　　　　　
　８月　東海選手権（のべ１５種目出場）　　
　　　　　女子円盤投　優勝
　　　　　女子走高跳　２位
　　　　　女子走高跳　６位
　　　　　女子１００mH　５位
　８月　第５回全国選抜（１種目２名）　
　9月　愛知県高等学校新人体育大会

◇ソフトボール部
　４月　高校総体西三河予選　優勝
　６月　高校総体県大会　第3位
　７月　愛知県選手権大会　ベスト8
　８月　全三河選手権大会　準優勝
　８月　中部私学選手権大会　1部1回戦敗退
　9月　愛知県新人体育大会　準優勝→県大会出場権を獲得

◇バドミントン部
　４月　高校総体全三河予選

　５月　高校総体愛知県大会　

　8月　西三河選手権　

◇ハンドボール部
　４月　高校総体　西三河予選　準優勝
　５月　高校総体　愛知県大会　ベスト３２
　７月　県高校選手権大会　西三河予選　優勝
　８月　県高校選手権大会　ベスト３２
　　　 碧海大会　優勝
　　　 高校西三河選手権　５位

◇卓球部
　４月　高校総体西三河予選

　５月　高校総体愛知県大会　

　６月　後藤杯愛知県予選
　
　７月　中部日本卓球選手権大会

　８月　西三河卓球個人選手権大会

　８月　西三河高校卓球リーグ　優勝
　９月　東海選手権大会

◇ソフトテニス部
・４月　高校総体西三河予選

・５月　高校総体県大会

・7月　国民体育大会西三河予選　個人　ベスト16
・８月　国民体育大会愛知県予選　個人　２回戦敗退
・８月　愛知県私学大会　個人　ベスト16

◇男子硬式テニス部
・4月　高校総体西三河予選

・８月　西三テニス選手権

◇女子硬式テニス部
・4月　高校総体西三河予選

・８月　西三テニス選手権

◇男子サッカー部
　４月　高校総体西三河予選　県決定戦敗退
　７月　西三河支部サッカー大会　グループリーグ敗退
　８月　Liceale di calico（U-18）　リーグ準優勝
　８月　全国高校サッカー選手権地区予選　グループリーグ優勝（県大会出場決定）

◇女子サッカー部
　５月　高校総体県大会　準優勝
　６月　県U18トレセン選出

　7月　東海女子ユースサッカーリーグ　２部所属
　7月　Liga Student 東海　グループリーグ３位
　7月　愛知県高等学校女子サッカー大会　優勝
　９月　愛知県高校女子サッカーリーグ　１部所属
　９月　愛知県女子サッカー選手権（皇后杯県予選）

◇アーチェリー部
　4月　愛知県高校春季アーチェリー大会　男子・女子　予選通過
　5月　愛知県高校総体　男子・女子　東海総体出場権獲得
　6月　東海高校総体　男子・女子　出場
　8月　全国高等学校総合体育大会　男子　出場
　8月　国民体育大会　東海ブロック大会　男子　国民体育大会出場権獲得
　8月　愛知県ジュニアアーチェリー大会　男子　予選通過
　10月　第72回国民体育大会えひめ国体　男子　出場

◇ダンス部
　6月　全国高等学校ダンスドリル選手権大会2017　東海大会出場　4位
　７月　全日本高等学校チームダンス選手権大会　中部予選　５位

◇女子バレーボール部
　4月　愛知県高等学校総合体育大会西三河予選　準優勝　（県大会出場）
　7月　愛知県高等学校選手権大会西三河予選　３位　（県大会出場）
　7月　愛知県私立高等学校男女バレーボール選手権　準優勝（東海大会出場権獲得）
　8月　下村杯争奪西三河総合バレーボール選手権大会　準優勝
　9月　第70回全日本バレーボール高等学校選手権大会西三河予選会　優勝（県大会出場）

◇スポーツクライミング
　４月　日本ユース選手リード競技大会２０１７　ユースＡ決勝３位
　５月　ボルダリングユース日本選手権鳥取大会2017　女子ユースA　決勝第3位
　10月　第72回国民体育大会　山岳　リード4位　ボルダリング3位

◇吹奏楽部
　3月　第40回全日本アンサンブルコンテスト　金管八重奏［銅賞］
　3月　第29回中部日本個人・重奏コンテスト本大会
　　　　　　　　　　　管打十重奏［金賞・1位］
　　　　　　　　　　　サックス八重奏　［銀賞］
　７月　吹奏楽コンクール西三河南地区大会　招待演奏＆プライマリー部門金賞
　７月　平成29年度中部日本吹奏楽コンクール県大会　金賞・本大会出場権獲得
　８月　愛知県吹奏楽コンクール　県大会・代表選考会　金賞・東海大会出場権獲得
　８月　第72回東海吹奏楽コンクール　金賞
　９月　愛知県マーチングコンテスト　特別演奏・東海大会出場権獲得
　10月　第60回中部日本吹奏楽コンクール　金賞・文部大臣賞（1位）

◇合唱部
　８月　全日本合唱コンクール愛知県大会　銅賞

◇弦楽部
　10月　第6回日本学校合奏コンクール2017全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト
　　　　　　ソロ部門　本選出場　2年　加藤　優弥

大会・試合結果　２０１7年4月～２０１7年9月

　3月に行われた「第29回中部日本個人・重奏
コンテスト本大会」に管打十重奏として出場し、
金賞・中日新聞社賞をいただきました。3年生の
いない新体制で初めての大会でプレッシャーもあ

りましたが、私たちらしく明るく元気に演奏することができました。今回の
大会を通して学んだことを活かして、今後の大会でも活躍できるように
頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。

今井 彩夢
大府中学校出身

普通科3年3組

　私たちは東海吹奏楽コンクールにおい
て金賞をいただきました。全国大会には出
場できませんでしたが、仲間とつながり、み
んなで音楽をつくりあげようとする思いを

持って、応援してくれている方々に届くように演奏することができ
ました。お金では買えない大切なものを、吹奏楽部全員で手にす
ることができたと思います。この経験を次につなげて、マーチング
コンテストや定期演奏会に向けて取り組んでいきたいと思いま
す。応援よろしくお願いします。

鬼藤 泉
日本橋中学校出身

普通科3年3組

　創部12年目を迎えた今年度、チーム史
上初となる県大会優勝を果たすことができ
ました。一度も勝つことができなかった相
手に対し粘り強く戦い、延長戦まで持ち込

み引き分けという結果になりました。普段の練習から声を掛け合
い、集中して取り組んでいることが結果に結びついたと思いま
す。次こそは勝ちきり、愛知県王者を摑みとりたいです。次の高校
選手権県予選は、愛知県1位として東海大会へ進めるよう、日々
の練習を大切にしていきます。今後も応援よろしくお願いします。

榎本 梨乃
普通科3年12組

西尾中学校出身

吹奏楽部

女子サッカー部 男子サッカー部

東海吹奏楽コンクール
2017年8月27日
場所／長野県ホクト文化ホール

第29回中部日本個人・
重奏コンテスト本大会
2017年3月26日
場所／富山県新川文化ホール

平成29年度愛知県高等学校女子
サッカー大会
2017年7月25日　
場所／名古屋経済大学グランド

2017年8月21日
場所／碧南工業グラウンド

第９６回全国高校サッカー選手権
愛知県大会　

愛と感謝のある演奏

私たちらしい演奏で金賞受賞！

次こそは愛知県王者を！

　全国高校サッカー選手権大会西三河
支部予選において6年ぶりの県大会出
場を決めることができました。部員数17名
での出場は県最少人数です。「新しい歴

史を作る！」と言い続けてここまできました。県大会では、ベスト
32を目標に日々厳しい練習に取り組んでいます。部員全員で
「応援してくれる全ての人を幸せにするサッカー」をピッチの上で
体現できるように、最後の１秒まで全力で闘ってきます。

小林 吟
普通科3年12組

碧南東中学校出身

ベスト32に向けて、
最後の１秒まで全力で

　　　　　団体　準優勝
　　　　　個人ダブルス　４組通過
　　　　　シングルス　１０名通過
　　　　　団体　ベスト８
　　　　　個人ダブルス　２回戦敗退
　　　　　シングルス　３回戦敗退
　　　　　シングルス　２名通過
　　　　　ダブルス　１組通過
　　　　　シングルス　５名通過
　　　　　ダブルス　２組通過
　　　　　シングルス　準優勝・３位
　　　　　ダブルス　優勝・3位
　　　　　ダブルス　２組通過
　　　　　シングルス　１１名通過

　　　　　男子　総合２位
　　　　　女子　総合優勝
　　　　　女子　総合2位
　　　　　女子　トラック２位
　　　　　女子　フィールド優勝

　　　　　女子　総合2位
　　　　　女子　トラック３位
　　　　　女子　フィールド優勝

　　　　　女子１００mH　８位
　　　　　女子１５００m　６位
　　　　　女子１５００m　８位
　　　　　女子５０００m　４位

　　　　　女子ハンマー投　４位

　　　　　女子団体　３位
　　　　　女子ダブルス　ベスト１６
　　　　　女子団体　ベスト８
　　　　　女子ダブルス　出場
　　　　　女子ダブルス　優勝・準優勝
　　　　　女子シングルス　優勝・準優勝

　　　　　　　　　　　　　　　男子総合2位
　　　　　　　　　　　　　　　女子総合2位

　　　　　女子ハンマー投　７位

　　　　　団体　4位
　　　　　個人　１ペア県大会出場
　　　　　団体　ベスト16
　　　　　個人　3回戦敗退

　　　　　個人シングルス・ブロックベスト８
　　　　　団体　２回戦敗退
　　　　　個人シングルス　ブロックベスト４
　　　　　個人ダブルス　ブロックベスト８

　　　　　団体　ブロックベスト8
　　　　　個人ダブルス　ブロックベスト8
　　　　　個人シングルス　ブロックベスト4
　　　　　個人ダブルス　ブロックベスト4

　　　　　2年　中本　莉緒（益富）　山下　はな（竜南）
　　　　　１年　大岡　美聡（上郷）　菱田　凛（岩倉南部）

　　　　　　　　　　　クラリネット八重奏［銀賞］
　　　　　　　　　　　個人（オーボエ）［銀賞］

女子砲丸投　優勝

西三河予選
ブロック優勝

金賞

優勝

金賞・中日新聞社賞
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◇男子バスケットボール部
　４月　高校総体西三河予選　優勝
　５月　高校総体県予選リーグ　３位
　６月　高校総体東海大会　４位

◇女子バスケットボール部
　４月　高校総体西三河予選　優勝
　５月　高校総体県予選リーグ　準優勝（全国大会出場）
　６月　高校総体東海大会　ベスト８
　７月　高校総体全国大会（福島県）　ベスト８
　８月　東海私学大会　準優勝
　８月　愛知県選手権大会　準優勝

◇野球部
　４月　平成２９年度春季西三河大会　県大会出場
　５月　第６７回愛知県高等学校優勝野球大会　ベスト３２
　7月　第９９回全国高等学校野球選手権愛知大会　1回戦
　8月　平成２９年度秋季西三河大会　２次トーナメント進出

◇陸上部
　５月　高校総体西三河予選

　５月　高校総体愛知県大会

　６月　高校総体東海大会（のべ１９種目出場）

　８月　高校総体（のべ１２種目出場）　
　　　　　　　　　　　　　　　
　８月　東海選手権（のべ１５種目出場）　　
　　　　　女子円盤投　優勝
　　　　　女子走高跳　２位
　　　　　女子走高跳　６位
　　　　　女子１００mH　５位
　８月　第５回全国選抜（１種目２名）　
　9月　愛知県高等学校新人体育大会

◇ソフトボール部
　４月　高校総体西三河予選　優勝
　６月　高校総体県大会　第3位
　７月　愛知県選手権大会　ベスト8
　８月　全三河選手権大会　準優勝
　８月　中部私学選手権大会　1部1回戦敗退
　9月　愛知県新人体育大会　準優勝→県大会出場権を獲得

◇バドミントン部
　４月　高校総体全三河予選

　５月　高校総体愛知県大会　

　8月　西三河選手権　

◇ハンドボール部
　４月　高校総体　西三河予選　準優勝
　５月　高校総体　愛知県大会　ベスト３２
　７月　県高校選手権大会　西三河予選　優勝
　８月　県高校選手権大会　ベスト３２
　　　 碧海大会　優勝
　　　 高校西三河選手権　５位

◇卓球部
　４月　高校総体西三河予選

　５月　高校総体愛知県大会　

　６月　後藤杯愛知県予選
　
　７月　中部日本卓球選手権大会

　８月　西三河卓球個人選手権大会

　８月　西三河高校卓球リーグ　優勝
　９月　東海選手権大会

◇ソフトテニス部
・４月　高校総体西三河予選

・５月　高校総体県大会

・7月　国民体育大会西三河予選　個人　ベスト16
・８月　国民体育大会愛知県予選　個人　２回戦敗退
・８月　愛知県私学大会　個人　ベスト16

◇男子硬式テニス部
・4月　高校総体西三河予選

・８月　西三テニス選手権

◇女子硬式テニス部
・4月　高校総体西三河予選

・８月　西三テニス選手権

◇男子サッカー部
　４月　高校総体西三河予選　県決定戦敗退
　７月　西三河支部サッカー大会　グループリーグ敗退
　８月　Liceale di calico（U-18）　リーグ準優勝
　８月　全国高校サッカー選手権地区予選　グループリーグ優勝（県大会出場決定）

◇女子サッカー部
　５月　高校総体県大会　準優勝
　６月　県U18トレセン選出

　7月　東海女子ユースサッカーリーグ　２部所属
　7月　Liga Student 東海　グループリーグ３位
　7月　愛知県高等学校女子サッカー大会　優勝
　９月　愛知県高校女子サッカーリーグ　１部所属
　９月　愛知県女子サッカー選手権（皇后杯県予選）

◇アーチェリー部
　4月　愛知県高校春季アーチェリー大会　男子・女子　予選通過
　5月　愛知県高校総体　男子・女子　東海総体出場権獲得
　6月　東海高校総体　男子・女子　出場
　8月　全国高等学校総合体育大会　男子　出場
　8月　国民体育大会　東海ブロック大会　男子　国民体育大会出場権獲得
　8月　愛知県ジュニアアーチェリー大会　男子　予選通過
　10月　第72回国民体育大会えひめ国体　男子　出場

◇ダンス部
　6月　全国高等学校ダンスドリル選手権大会2017　東海大会出場　4位
　７月　全日本高等学校チームダンス選手権大会　中部予選　５位

◇女子バレーボール部
　4月　愛知県高等学校総合体育大会西三河予選　準優勝　（県大会出場）
　7月　愛知県高等学校選手権大会西三河予選　３位　（県大会出場）
　7月　愛知県私立高等学校男女バレーボール選手権　準優勝（東海大会出場権獲得）
　8月　下村杯争奪西三河総合バレーボール選手権大会　準優勝
　9月　第70回全日本バレーボール高等学校選手権大会西三河予選会　優勝（県大会出場）

◇スポーツクライミング
　４月　日本ユース選手リード競技大会２０１７　ユースＡ決勝３位
　５月　ボルダリングユース日本選手権鳥取大会2017　女子ユースA　決勝第3位
　10月　第72回国民体育大会　山岳　リード4位　ボルダリング3位

◇吹奏楽部
　3月　第40回全日本アンサンブルコンテスト　金管八重奏［銅賞］
　3月　第29回中部日本個人・重奏コンテスト本大会
　　　　　　　　　　　管打十重奏［金賞・1位］
　　　　　　　　　　　サックス八重奏　［銀賞］
　７月　吹奏楽コンクール西三河南地区大会　招待演奏＆プライマリー部門金賞
　７月　平成29年度中部日本吹奏楽コンクール県大会　金賞・本大会出場権獲得
　８月　愛知県吹奏楽コンクール　県大会・代表選考会　金賞・東海大会出場権獲得
　８月　第72回東海吹奏楽コンクール　金賞
　９月　愛知県マーチングコンテスト　特別演奏・東海大会出場権獲得
　10月　第60回中部日本吹奏楽コンクール　金賞・文部大臣賞（1位）

◇合唱部
　８月　全日本合唱コンクール愛知県大会　銅賞

◇弦楽部
　10月　第6回日本学校合奏コンクール2017全国大会ソロ＆アンサンブルコンテスト
　　　　　　ソロ部門　本選出場　2年　加藤　優弥

大会・試合結果　２０１7年4月～２０１7年9月

　3月に行われた「第29回中部日本個人・重奏
コンテスト本大会」に管打十重奏として出場し、
金賞・中日新聞社賞をいただきました。3年生の
いない新体制で初めての大会でプレッシャーもあ

りましたが、私たちらしく明るく元気に演奏することができました。今回の
大会を通して学んだことを活かして、今後の大会でも活躍できるように
頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。

今井 彩夢
大府中学校出身

普通科3年3組

　私たちは東海吹奏楽コンクールにおい
て金賞をいただきました。全国大会には出
場できませんでしたが、仲間とつながり、み
んなで音楽をつくりあげようとする思いを

持って、応援してくれている方々に届くように演奏することができ
ました。お金では買えない大切なものを、吹奏楽部全員で手にす
ることができたと思います。この経験を次につなげて、マーチング
コンテストや定期演奏会に向けて取り組んでいきたいと思いま
す。応援よろしくお願いします。

鬼藤 泉
日本橋中学校出身

普通科3年3組

　創部12年目を迎えた今年度、チーム史
上初となる県大会優勝を果たすことができ
ました。一度も勝つことができなかった相
手に対し粘り強く戦い、延長戦まで持ち込

み引き分けという結果になりました。普段の練習から声を掛け合
い、集中して取り組んでいることが結果に結びついたと思いま
す。次こそは勝ちきり、愛知県王者を摑みとりたいです。次の高校
選手権県予選は、愛知県1位として東海大会へ進めるよう、日々
の練習を大切にしていきます。今後も応援よろしくお願いします。

榎本 梨乃
普通科3年12組

西尾中学校出身

吹奏楽部

女子サッカー部 男子サッカー部

東海吹奏楽コンクール
2017年8月27日
場所／長野県ホクト文化ホール

第29回中部日本個人・
重奏コンテスト本大会
2017年3月26日
場所／富山県新川文化ホール

平成29年度愛知県高等学校女子
サッカー大会
2017年7月25日　
場所／名古屋経済大学グランド

2017年8月21日
場所／碧南工業グラウンド

第９６回全国高校サッカー選手権
愛知県大会　

愛と感謝のある演奏

私たちらしい演奏で金賞受賞！

次こそは愛知県王者を！

　全国高校サッカー選手権大会西三河
支部予選において6年ぶりの県大会出
場を決めることができました。部員数17名
での出場は県最少人数です。「新しい歴

史を作る！」と言い続けてここまできました。県大会では、ベスト
32を目標に日々厳しい練習に取り組んでいます。部員全員で
「応援してくれる全ての人を幸せにするサッカー」をピッチの上で
体現できるように、最後の１秒まで全力で闘ってきます。

小林 吟
普通科3年12組

碧南東中学校出身

ベスト32に向けて、
最後の１秒まで全力で

　　　　　団体　準優勝
　　　　　個人ダブルス　４組通過
　　　　　シングルス　１０名通過
　　　　　団体　ベスト８
　　　　　個人ダブルス　２回戦敗退
　　　　　シングルス　３回戦敗退
　　　　　シングルス　２名通過
　　　　　ダブルス　１組通過
　　　　　シングルス　５名通過
　　　　　ダブルス　２組通過
　　　　　シングルス　準優勝・３位
　　　　　ダブルス　優勝・3位
　　　　　ダブルス　２組通過
　　　　　シングルス　１１名通過

　　　　　男子　総合２位
　　　　　女子　総合優勝
　　　　　女子　総合2位
　　　　　女子　トラック２位
　　　　　女子　フィールド優勝

　　　　　女子　総合2位
　　　　　女子　トラック３位
　　　　　女子　フィールド優勝

　　　　　女子１００mH　８位
　　　　　女子１５００m　６位
　　　　　女子１５００m　８位
　　　　　女子５０００m　４位

　　　　　女子ハンマー投　４位

　　　　　女子団体　３位
　　　　　女子ダブルス　ベスト１６
　　　　　女子団体　ベスト８
　　　　　女子ダブルス　出場
　　　　　女子ダブルス　優勝・準優勝
　　　　　女子シングルス　優勝・準優勝

　　　　　　　　　　　　　　　男子総合2位
　　　　　　　　　　　　　　　女子総合2位

　　　　　女子ハンマー投　７位

　　　　　団体　4位
　　　　　個人　１ペア県大会出場
　　　　　団体　ベスト16
　　　　　個人　3回戦敗退

　　　　　個人シングルス・ブロックベスト８
　　　　　団体　２回戦敗退
　　　　　個人シングルス　ブロックベスト４
　　　　　個人ダブルス　ブロックベスト８

　　　　　団体　ブロックベスト8
　　　　　個人ダブルス　ブロックベスト8
　　　　　個人シングルス　ブロックベスト4
　　　　　個人ダブルス　ブロックベスト4

　　　　　2年　中本　莉緒（益富）　山下　はな（竜南）
　　　　　１年　大岡　美聡（上郷）　菱田　凛（岩倉南部）

　　　　　　　　　　　クラリネット八重奏［銀賞］
　　　　　　　　　　　個人（オーボエ）［銀賞］

女子砲丸投　優勝

西三河予選
ブロック優勝

金賞

優勝

金賞・中日新聞社賞
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生徒会活動報告

生 徒 会 長
副 会 長
書 記
書 記      
会 計
会 計
渉 外
渉 外

3年　　星野 紗那
2年　　黒木 愛華莉
3年　　川崎 野愛
2年　　村瀬 由莉
2年　　和佐田 汐里
2年　　岡田 姫香
3年　　川野 礼佳
2年　　鈴木 友梨香

（ 幸 田 中 学 校 ）
（ 依 佐 美 中 学 校 ）
（ 刈 谷 東 中 学 校 ）
（ 安 城 北 中 学 校 ）
（ 栄 中 学 校 ）
（ 乙 川 中 学 校 ）
（ 岡 崎 南 中 学 校 ）
（ 安 城 南 中 学 校 ）

　前期生徒会方針は「＃Butter Fly Knot」で
す。「＃（ハッシュタグ）」はつながりを深めたい・
発信したいという思いから、身近なSNSでつな
がりを求めたり発信したりするときに用いる

「＃」をつけました。「Butter Fly Knot」は日本
語で「蝶々結び」という意味です。結び目には
2つの意味をもたせました。1つは「結束力」、
もう1つは「わだかまりや誤解をときたい」という
ことです。この方針のもと、いろんな組織をつ
なげられるように、約5ヶ月間頑張ってきまし
た。前期の間、ありがとうございました！

　10ヶ月間という短い間でした
が、私はこの安城学園高校でたく
さんのことを学ぶことができまし
た。楽しいこともいっぱいありまし
た。ホストファミリーや友だちといろ
いろな経験ができました。球技大
会と体育祭がとても印象に残っ
ています。仲間や先生方に大変
感謝しています。フィリピンへ戻っ
てからも日本語の勉強を続け、ま
た日本に来たいと思います。あり
がとうございました。

マリア・アリシア・ブリアナ・ベルトラン（通称 テア）

前期生徒会役員

フィリピンでも日本語の勉強を続けたい

「＃Butter Fly Knot」に
込めた思い

2016年10月17日～2017年7月末まで、
フィリピンマニラより本校に留学

留学生紹介

　ホームステイを経験して学んだことは「何ごとにも怖がらずチャレン
ジする」ということです。これはホストファミリーが教えてくれたことで、
彼らはいつも学校から帰ると話を聞いてくれました。そのおかげで英
語で話すことに抵抗がなくなり、語学学校でも自ら話しかけ、たくさん
の友だちができました。その結果、語学学校で優秀生徒のみに送ら
れる「Good Speaking Award」を受賞することができました。貴重な
体験をさせてくれた家族に感謝です。

普通科2年1組

佐藤 萌夏　依佐美中学校出身　

What I learned from my host family

2017年8月5日～27日まで、
ニュージーランドにホームステイ　

前期生徒会メンバー紹介


