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　「自分は何をしたいのか。何に本気になるか。
それをつかむことが、すべてに優先するね。」

　（元ラグビー日本代表監督/平尾誠二）

　上記の言葉は、日本代表監督に就任し、日本チーム

を再建し、強い日本代表をつくることが課せられた時の

言葉です。

　平尾氏が、日本代表監督を引き受けたのは、「代表

チームを強くするための『打つ手』はあると思ったし、何

よりも自分のために引き受けた。」と言っています。それ

は、「自分のために本気になったときに強くなる、力が出

る、どこまでやれるか、また新たな挑戦に自分を駆り立て

てみたいと思ったからだ。」とも言っています。

　人間は何によって本気になるか、動くかと言えば、

言葉です。ビシッと相手の心に刺さって、しかも決し

て抜けない言葉を選んで話さなければならない。

チャンスをつくって、そこに走り込むことが、すべての

勝利の基本です。

　皆さんも、本校で何に本気で挑戦するのかを、最優

先に考え、実行してください。

　日本で初めてのラグビーW杯が開催されている中

で、「本気で挑戦、全力で応援する学校」を目指す本

校の皆さんに考えて欲しいという気持ちを込めて・・・

平尾誠二氏の略歴

　日本のラグビー選手。（高校3年で全国大会初優勝・大学選手

権3連覇・社会人として日本選手権７連覇）、日本代表選手（日本

代表主将・W杯3大会連続出場）であったほか、日本代表監督等を

歴任し、“ミスター・ラグビ―”とよばれた。2016年53歳で死去(病

名：胆管細胞がん)
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第63回定期演奏会 6月15日（土）
豊田市民文化会館大ホール

6月16日（日）
安城市民会館サルビアホール

　私たち、新1年生のお披
露目となった第63回定期
演奏会は、無事に成功させ
ることができました。先輩方

の演奏に圧倒されながらも、上手くなろうと日々
練習に励み、本番では自分たちの精一杯の力
で演奏することができました。これからも、支えて
くださる方々への感謝の気持ちを忘れずに頑
張っていきますので、応援よろしくお願いします。

大島 よしの
前林中学校出身

普通科　1年5組

感謝の気持ちを音に

　まちのみなさんに広く参加してもらっている土曜講座（年8回）には4～7月の3回
で延べ510名の方に参加していただきました。また7月26日の「わくわくサイエンス
デイ」では、多くの小学生が楽しく科学工作や観察をしていました。

吹奏楽部

土曜講座

ダンス部
8月2日（金）～4日（日）

　私たちダンス部は、今年はアンフォーレ前ス
テージで踊らせていただきました。目標である全
国大会出場を目指しての練習と、七夕ダンスの
練習を両立して頑張りました。七夕までの練習

時間が少なかったので、当日は不安な気持ちが強かったのですが、
多くの方に来ていただき不安もなくなるほど最高のステージを作るこ
とができました。これからもダンス部の応援をよろしくお願いします。

中島 ユカリ
知立中学校出身

普通科　3年7組

踊れ！ワタシ！
吹奏楽部

　今年も安城七夕まつりに参加させていただき
ました。毎年参加させていただいていますが、今
年はロック系の曲をたくさん演奏し、パレードを盛
り上げました。年々気温が上がり、練習や本番

で大変な状況がありますが、保護者の方々や先生、サポートメンバー
のみんなが本番中もサポートしてくれ、無事に成功させることができま
した。この経験を活かして、今後の活動に取り組むことができるように
日々努力し続けていきます。これからも応援してくださる方々のために
愛されるバンドを目指して頑張ります。

千田 紗羽
高浜中学校出身

普通科　1年4組

この経験を今後の活動に

安 城 七夕まつり

510名の方が参加
研究部 竹内徹
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　北海道・北九州・屋久島・沖縄・シンガポールから行き先を自由に選択するメニュー
方式が本校の特徴です。北海道と屋久島では大自然とウィンタースポーツ、カヤックな
どを、その他のコースでは民泊やホームステイも体験します。年々民泊の人気が高まり、
今年は沖縄が2泊になりました。どのコースも自然と接し、歴史や文化に触れ、特に平
和や人権について考える学習が盛り込まれています。現地の人たちと交流し生活体験
を持つことで、平和学習や人権についての学びが生徒たちにとってより具体的で実践
的なものになると信じています。ここでの「学び」が今後の成長の糧となることを願って
います。実施に関して、保護者の皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。

2年生修学旅行
2019年3月　　北海道・沖縄・北九州・屋久島・シンガポール

2019年度　合唱コンクール
2019年3月　　安城市民会館サルビアホール

　本校では、1年生の芸術科行事として合唱コンクールコンクールを、3
月に安城市民会館サルビアホールで開催しています。クラスごとに決め
た合唱曲を音楽の授業や放課後に練習し、大きな舞台で発表します。み
んなでハーモニーをあわせ、1つの曲を作り上げることは音楽的な能力だ
けでなく、チーム力も大切です。各クラスで選出した指揮者・伴奏者を中
心に、みんなの想いがこもった合唱を精一杯歌う姿は感動的です。

2年生修学旅行を終えて 2年生　学年主任　金本 勢一郎

大きな舞台で発表！1年生合唱コンクール

　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いくこ
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年生　学年主任　竹下 明宏芸術科　近藤 紫

国語科創造発表会
2019年3月　安城市民会館サルビアホール

　自分たちが伝えたいことを「劇」にして表現する。国語科は毎年1年生の最後にこの
授業を行います。どんな声なら伝わりやすいのか。表情は、動きは、その時の音は…。た
くさんのことを主観的・客観的両面から考えて作っていきます。今年は社会問題を題材
にするクラスが多い印象でした。また、魅せ方の工夫も様々で、iPadを駆使して音や映
像を劇に取り入れるクラスや、朗読劇で声だけで勝負するクラスもありました。時代と共
に伝え方の方法・技術は変わっていきます。変わらないものは情熱。来年も楽しみです。

伝える方法・技術・情熱 国語科教諭　藏野 辰徳

フレッシュマンキャンプ
2019年4月

3月～9月の行事

　記念式典に参加して、テレビ中継では感じ取れない
空気を感じることができました。実際にご遺族の方が参
列しているのを見ると原爆は罪の無い人を巻き込み
人々から生きることを奪ったという事実をとても強く感じ

ることができました。全員が平和と思う日は訪れないのかもしれないけれど世
界中の国々がそれぞれの国に寄り添っていくのが平和への第1歩なのかな
と思いました。2度と戦争を、この悲劇を繰り返さない為にも私達はもっとこの
出来事を深く知るべきだと感じました。
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　4月12日に新入生歓迎会が開かれました。各部
活動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31次創作
ミュージカル「Look　for…～未来へかける橋～」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。14日に一般公開が行われ、ひたむきな演技
と美しい歌が来場者の感動をよびました。

今年も全力！創作ミュージカル！！
顧問　山盛洋介

野口 菜々美
竜南中学校出身

普通科　2年8組

　私たち3年6組は、総合優勝を狙って選手決めの段階からみんなで
作戦を練りました。男子は綱引きに力をいれ、女子はリレーや走り高跳
びに力をいれました。綱引きでは7戦もの死闘を行い、優勝には届きま

せんでしたが4位となりました。女子は、リレーで優勝、高跳びでは中野さんが3連覇を達成
しました。誰かが競技をしているときは応援をしてクラス全体を盛り上げました。全員が一つ
一つの競技で全力を尽くしたことが総合優勝につながったと思います。また、生徒だけで
なく先生や保護者の方の応援もありがたく思いました。準備などを行ってくれた方へも感
謝したいです。今後の行事も力を尽くして頑張っていきたいです、ありがとうございました。

片山 流星
朝日丘中学校出身

普通科　3年6組

広島セミナーに参加して

広島セミナー
2019年8月

新入生歓迎会・創作ミュージカル一般公演
2019年4月　安城市民会館サルビアホール

School Events

2019年度　体育祭全校総合優勝！！

体育祭
2019年6月



　私は今回で東北ボランティアに3回目の参加となり
ました。毎年行くたびに新しい道ができていたり、新しい
施設ができていたりと復興が進んでいました。私達は老

人ホームやホールへ行き、歌を届けてきました。毎年楽しみに待ってくださる
方がたくさんいらっしゃり、様々な年代の方と一緒に歌を楽しむことができ、
とても嬉しかったです。3年間のボランティアで学んだことを今後の生活に
活かしていきたいです。
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商業科BIGプロジェクト
2019年8月

　商業科1年生を対象に、1学期で社会や働くことへの理解を深め、
夏休みにインターンシップ職場体験をしました。生徒は「自分たちで1か
ら考えることによって仕事を終えたときの達成感や満足感を知ることが
できた」「【自分から】を目標に頑張ることで、いつもできないようなことを
進んでやることができた」など、働くこと、人と関わること、相手を思いや
ること、協力することなど多くのことを学びました。2学期以降は体験を
まとめ、発表し、自分の未来を考える時間になります。

多くのことを学んだインターンシップ職業体験

　今年の生徒会東北ツアーは、系列校である愛知学
泉大学の先輩方と現地に足を運びました。大学合同プ
ロジェクトである、仮設住宅に住んでいた高齢者の方と

の交流や、8年間に渡り交流を続けている大船渡東高校との出会いのきっ
かけである大船渡市盛町七夕まつりでのボランティアなどを行いました。移
動のバスの中からみた現地の光景や七夕まつりで出会った方々の温かさを
感じ、それと同時に現地の方々に教わった強さや、震災後のことを伝え続
け、これからも東北と交流していきたいです。

杉山 夏蓮
東山中学校出身

普通科　2年9組

現地でしかできない学びとつながり

　弦楽部は今年も東北へ行きました。私が初めて
伺った1年生の時と比べ、街が綺麗になっていまし
た。しかし震災当時のままの高校を見学し、散乱し

た教科書や倒れた車を見た時、震災や津波の恐ろしさを痛感するのと
同時に、この災害が起きたということを決して忘れず伝え続けなければ
ならないと強く感じました。また、様々な場所で演奏をさせていただき、た
くさんの温かい声をかけられ、音楽を通じて人と人が繋がる素晴らしさを
実感しました。

音楽の力

辰巳 桃花
竜神中学校出身

普通科　3年4組

東北演奏旅行へ行って

生徒会東北スタディツアー
2018年8月　東北各地

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
2018年8月　東北各地

3月～9月の行事

福田 望夏
豊南中学校出身

商業科　3年1組

商業科　酒井美津子
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学園祭
2019年9月

School Events

　夏休み前から汗も涙も流しながら準備をし、無事に当日を迎
えることができた学園祭では、自分たちで作り上げた学園祭を
全力で楽しみ、頑張る姿がたくさんありました。また、私たちの未

来に繋がるような、考えさせられるような企画が並び、その企画から学びを深めるこ
とができたのではないかと思います。充実した2日間にすることができたのは、全校
のみなさんが関わり、協力しながら準備や片付けを進めてくれたおかげです。本当
にありがとうございました。

　今年の学園祭は「FLASH～私たちが映す物語～」をテー
マに、クオリティの高いクラス企画が数多く並びました。楽しむ
だけでなく、学ぶこともできる安城学園学園祭で多くの笑顔が

輝いており、新しい物語が映し出されたと思います。こんな素敵な学園祭をつくれた
のは、たくさんの支えがあったからだと思います。本当にありがとうございました。

私たちの新しい物語 

田丸 いずみ
篠目中学校出身

普通科　3年11組

充実した2日間

黒木 胡音羽
竜南中学校出身

普通科　3年11組

学園祭クラス企画　受賞一覧

最 優 秀 賞

特 別 賞

1年1組・1年5組

1年9組

デコレーション部門

調査研究部門

最 優 秀 賞

優 秀 賞

商業2年1組

2年3組

ステージ部門

最 優 秀 賞

優 秀 賞

特 別 賞

3年1組

3年10組

3年6組・3年7組

参加型部門

最 優 秀 賞

特 別 賞

2年1組

1年2組

最 優 秀 賞

複合部門

2年9組
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Club activity report

クラブ活動報告
陸上競技部

西三河総体男女総合アベック優勝！

田中 日向
古知野中学校出身

普通科　3年11組

男子キャプテン

2019年インターハイ女子フィールド優勝！
チャンピオンが２名も！

円盤投

近藤 未空
竜海中学校出身

普通科　3年9組

三段跳

小寺 波音
六ツ美中学校出身

普通科　3年3組

　３日目の円盤投で未空が優勝とい
う結果を残してくれ「私もやるしかない！
」と思い最終日の三段跳に向けて調
整をしました。試合当日は1本目に12
ｍ71cmで自己ベストを23cm更新し
大会記録、東海大会高校記録を更
新できました。その後も、4本目に12ｍ
81を追い風参考記録で跳び優勝、日
本一になることが出来ました。この結
果を出すことが出来たのは、色々な
方々に支えて頂いたからだと思いま
す。これからも感謝を忘れず、全力で
競技していきます。

　沖縄インターハイで優勝できまし
た。この結果を残す事ができたのも、
支えて下さった両親、仲間、ご指導し
て下さった先生、先輩方などの多くの
方々のおかげです。2年生の全国大
会では3位という結果に終わってしま
い、その時から日本一を目標に取り組
んできたので、2年半の努力が結果と
なって本当に嬉しかったです。しかし、
目標である県、東海記録にはまだ届い
ていないので次の目標に向かって頑
張っていきます。沢山の応援本当に
ありがとうございました。

　みんなで得点を加算し男子も女子も総合優勝することができました！キャプテンに就任したときは不安でしたが、み
んなに協力をもらいながら「みんなで優勝しよう！」とチームを引っ張ってきました。「総合優勝の賞状は日向が受けと
りなよ」と仲間が背中を押してくれ、手にできた賞状はとても重みがあり『最高の仲間だ』と胸が熱くなり涙が出まし
た。選手はもちろん、サポートに回ってくれた仲間もマネージャーもいてくれてこそ、みんなで勝ち取った優勝は格別で
した。ご指導いただいた先生、支えてくれる家族、そして最高の仲間に「ありがとう！」

3年　小寺波音（六ツ美） 走高跳・三段跳1位
3年　近藤未空（竜海） 円盤投1位
3年　村木未澪（逢妻） １００ｍ・２００ｍ
3年　杉山文美（西尾東部） ハンマー投
3年　宇野琳太郎（東山） 走高跳
3年　岸本嶺玖（鶴城） ハンマー投
2年　濵山瑞希（安城北） １００ｍ
1年　小山愛結（六ツ美北） ８００ｍ
4×100mR
2年濵山･3年村木･1年手島･3年中山
4×400mR
1年小山･3年村木･1年飯田･2年濵山

3年　杉山文美（西尾東部） ハンマー投6位
3年　小寺波音（六ツ美） 四段跳8位
3年　近藤未空（竜海） ハンマー投
2年　濱山瑞希（安城北） スプリントトライアスロン
3年　佐藤祥貴（東山） １１０ｍMH
3年　田中日向（古知野） 五種競技
3年　土屋翔栄（六ツ美） ３００ｍH
3年　宇野琳太郎（東山） 二段跳

８月　全国高等学校総合体育大会（沖縄） ８月　全国高等学校陸上競技選抜大会（大阪）

３年　近藤未空（竜海）円盤投　JAPANをつけて
８月　日・韓・中ジュニア交流競技会（中国）

　私は、この国体を通して
多くのことを感じ、学びまし
た。愛知県として日本一に
なり嬉しい気持ちもありまし

たが、桜花学園の選手が活躍していたこともあり、
悔しい思いもしました。国体の練習の中で多くの
ものを身につけられたし、とてもいい経験となりまし
た。この経験を活かして、冬のウインターカップで
は自分たちの力で日本一になれるように頑張りま
す。

　国体を通して、たくさんの
経験をすることができまし
た。特にプレーの面では基
本的なことをこなすこと、自

信をもってプレーすることの大切さを改めて感じる
ことができました。1回戦負けという悔しい結果で
終わってしまいましたが、この負けをプラスにとらえ
て更に強くなれるようにこれからの練習を全力で
取り組みたいと思います。

　私たちは、第74回東海吹奏楽コ
ンクールに出場させていただきまし
た。この夏、様々な壁にぶつかりな

がらも一生懸命練習してきました。人としても、楽器の技
術も大きく成長することができました。結果は銀賞と目標
を達成することができず、悔しい思いをしました。しかし、今
年度は日本管楽合奏コンテスト全国大会への出場が決
まり、それに向けて全力をあげています。日頃、指導してく
ださる先生方や応援してくださる保護者の方々、地域の
みなさまに恩返しができるように、精一杯やってきます！
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2019年7月～10月

吹奏楽部

第74回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体
2019において、安城学園高校の生徒が愛知県
代表選手として選出され、大いに活躍しました。

女子バスケットボール　優勝
2年8組　近藤　はづき
（静岡県西遠女子学園）
1年7組　関　遥花
（新潟県新潟市立内野中学校）
1年8組　美口　まつり
（神奈川県相模原女子大学中学校）
男子バスケットボール
1年8組　下村　悠斗
　　　　（葵中学校）

全国大会出場

近藤 はづき
西遠女子学園中学校出身

普通科　2年8組

男子・女子バスケットボール部・陸上競技部

国体出場!

下村 悠斗
葵中学校出身

普通科　1年8組

中山 凜香
篠目中学校出身

普通科　3年11組

陸上競技部
3年 宇野琳太郎（東山中）
 走高跳6位
3年 小寺波音（六ツ美）
 走高跳・三段跳２位
3年 近藤未空（竜海）
 円盤投11位

　試合当日は先に仲間の波音が三段跳で2位入賞が決まり、弾
みがつきました。雨が降り寒い中での試合でしたが2m03で6位入
賞できました。記録や順位には満足はしていませんが入賞出来たこ
とは嬉しかったです。早川先生の指導や言葉があり最後は楽しん

で自信を持って試合に挑むことができました。また、家族など支えて下さる方々のおかげ
でこのような結果が出せました。これからも感謝の気持ちを忘れず、さらに上を目指して頑
張っていきます。応援ありがとうございました。

宇野 琳太郎
東山中学校出身

普通科　3年10組
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クラブ活動報告
Club activity report

生徒会活動報告
Student council activity report

　弦楽部は36名で活動しており、
部員の大半は高校から始めた初
心者です。弦楽部の活動だけでな

く、愛知学泉大学との合同オーケストラとしても活動し
ています。今年度も秋に行われる第8回日本学校合奏
コンクール2019全国大会に、ソロ・アンサンブル・グラ
ンドコンテストの各部門で出場が決まり、より一層練習
に励んでいます。日頃の練習の成果を発揮できるよう
に頑張ります。応援よろしくお願いします。

早藤 みさと
安城南中学校出身

普通科　3年3組

弦楽部

全国大会へ！！

　4月中旬から行われた第73回愛知県高
等学校総合体育大会において準優勝とい
う結果でした。準決勝ではライバルの聖カピ

タニオ女子に3－1で勝利しましたが、決勝では豊川に1－2で敗
れました。県優勝、東海出場という目標には届きませんでしたが、
この悔しさをバネに、冬の高校選手権では県優勝、東海突破、
初の全国大会出場を全員で勝ち取ります。応援よろしくおねが
いします。

菱田 凛
岩倉南部中学校出身

普通科　3年10組

女子サッカー部

春の悔しさを冬へ！ 

　私たち、前期生徒会は「R-Link」という方針のも
とに行事の運営や常任活動など様々なことを頑
張ってきました。今回は初めて生徒会役員になる

人が多い中、たくさんの新しいことに挑戦してきました。体育祭での生徒
会企画や意見箱の改善、福島ひまわり里親プロジェクトの拡大などで
す。全てが上手くいったわけではないですが、この6人で活動できてよ
かったです。前期の半年間ありがとうございました。

前期生徒会役員

R-Linkを振り返って

近藤 優華
竜北中学校出身

普通科　2年7組

生徒会長
副 会 長
書 紀
書 紀
会 計
会 計

3年　田丸　いずみ
2年　近藤　優華
3年　天野　由基
2年　岩城　朋香
2年　杉山　夏蓮
2年　澤田　柚葉

（篠目中学校出身）
（竜北中学校出身）
（安城北中学校出身）
（東浦中学校出身）
（東山中学校出身）
（一色中学校出身）

前期生徒会メンバー紹介
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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  ４位
　７月 愛知県私学大会  準優勝
　８月 西三河夏季選手権大会 優勝
　８月 国民体育大会　第４０回東海ブロック大会 優勝
１０月 第７４回国民体育大会バスケットボール競技への出場権を獲得
   １年　下村悠斗（葵）

○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 高校総体県大会  ３位（東海大会出場）
　６月 高校総体東海大会（静岡県） ４位
　８月 夏季選手権大会西三河支部 優勝
　９月 国民体育大会第40回東海ブロック大会
 （兼第74回国民体育大会東海地区予選会）
 ２年　近藤はづき（静岡・西遠女子学園）
 １年　美口まつり（神奈川・相模女子大）、柴山梨菜（弥冨北）、
 　　 関遥花（新潟・内野）、伊藤葵（福岡・菊陵）

○野球部
　7月 第１０１回全国高等学校野球選手権愛知大会 1回戦
　8月 令和元年度秋季西三河大会   県大会出場
　９月 第７２回愛知県高等学校野球選手権大会  １回戦

○陸上競技部
　４月 高校総体西三河予選 男子　総合優勝
  女子　総合優勝
　５月 高校総体愛知県大会 男子　総合４位
  男子　フィールド2位
  女子　総合３位
  女子　フィールド優勝
  女子　トラック3位
　６月 高校総体東海大会（のべ２２種目出場）　男子　フィールド５位
  女子　総合３位
  女子　フィールド優勝
  女子　トラック３位
　８月 高校総体（のべ９種目出場）
  女子　三段跳優勝
  女子　円盤投優勝
  女子　フィールド優勝
  女子　総合７位
　８月 東海選手権（のべ20種目出場）
  女子　１５００m　1位2位3位
  女子　５０００m　３位4位8位
  女子　３０００ｍ障害　２位6位
  女子　走高跳　５位
  女子　８００ｍ　3位
  女子　４×１００ｍR　８位
　8月 全国選抜大会（のべ8種目出場）
  女子　ハンマー投　6位
  女子　四段跳　8位
　８月 日・韓・中ジュニア交流競技会（中国）
  ３年　近藤未空（竜海）　円盤投
9月 西三河新人大会 女子総合優勝　男子総合2位
9月 愛知県新人大会 女子総合優勝　トラック優勝
 （のべ23種目出場）

○ソフトボール部
　４月 高校総体西三河予選 第4位
　６月 高校総体県大会　　 ベスト８
　７月 愛知県選手権大会 第3位
　８月 全三河選手権大会 ３回戦敗退
　８月 中部私学選手権大会 1部1回戦敗退

○ハンドボール部
　４月 高校総体　西三河予選 ３位
　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　４位
　８月 県高校選手権大会  ベスト１６
 碧海大会  優勝
 西三河選手権大会  ５位

○卓球部
　４月 高校総体西三河予選  団体  準優勝
    個人ダブルス ５組通過
    シングルス  １０名通過
　５月 高校総体愛知県大会  団体  出場
　    個人ダブルス ３回戦敗退
    シングルス  ３回戦敗退
　７月 中部日本卓球選手権大会 シングルス  ２名通過
　８月 西三河卓球個人選手権大会 シングルス  2位・３位
    ダブルス  3位
　８月 西三河高校卓球リーグ  準優勝
　９月 東海選手権大会  シングルス  ５名通過

○ソフトテニス部
　４月 高校総体西三河予選 個人  2回戦敗退
　7月 国民体育大会西三河予選　個人 2回戦敗退

○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 全国高校サッカー選手権地区予選 県決定戦敗退

○女子サッカー部
　４月 国体愛知代表候補選出２年　伊藤梨那（桜山）
　５月 高校総体県大会 準優勝
　６月 県U１８トレセン選出 ３年　大岡美聡（上郷）、菱田凛（岩倉南部）
   ２年　青葉結衣（依佐美）、山口あずみ（高師台）
   　　  菱田恋（岩倉南部）
   1年　柳瀬璃音（豊橋南稜）、平林愛佳（岐阜厚見）
　7月 東海女子ユースサッカーリーグ（東海プリンセスリーグ） １部所属
　7月 Liga Student東海2019  グループリーグ
　7月 愛知県高等学校女子サッカー大会 第3位
　９月 愛知県高校女子サッカーリーグ  １部所属

戦回２ ）選予県杯后皇（権手選ーカッサ子女県知愛 月９　

○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　15名予選通過
　５月 愛知県高校総体   女子２名が東海大会へ出場
　６月 高校総体東海大会（静岡）  出場
　８月 愛知県ジュニアアーチェリー大会
  30m男子の部個人  ４位入賞
  50・30m男子・女子　４名 予選通過

○ダンス部
　6月 全国高等学校ダンスドリル選手権大会201９　東海大会 １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  6位

○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（8月県大会ベスト８）
　７月 愛知県私立高等学校男女バレーボール選手権 ６位（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 優勝
　９月 第72回全日本バレーボール高等学校選手権大会西三河予選　準優勝

○吹奏楽部
　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 2019度中部日本吹奏楽コンクール県大会  金賞
　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74回東海吹奏楽コンクール   銀賞
　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

○合唱部
　８月 第５９回愛知県合唱コンクール 高等学校部門「Aグループ」　銅賞

○演劇部
　７月 中部日本高等学校演劇大会　西三河第２地区大会 優秀賞
　８月 中部日本高等学校演劇大会　愛知県大会  奨励賞

大会・試合結果　２０１9年4月～9月

○女子硬式テニス部
４月 高校総体西三河予選
 団体 2回戦敗退
 個人シングルス ブロックベスト8
８月 西三テニス選手権　　　　　　　
 個人シングルス ブロックベスト８

○男子硬式テニス部
４月 高校総体西三河予選　
 団体 2回戦出場
 個人シングルス ブロックベスト8
 個人ダブルス ブロックベスト4
８月 西三テニス選手権
 個人ダブルス ブロックベスト4
９月 新人体育大会西三河予選
 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

○バドミントン部
４月 高校総体全三河予選 女子団体 第３位
  女子ダブルス ベスト８・１６
  女子シングルス ベスト１６
 
５月 高校総体愛知県大会 女子団体 ベスト８
  女子ダブルス ベスト１６
  女子シングルス 出場
 
８月 西三河選手権 女子ダブルス 準優勝
  女子シングルス 準優勝・３位
 
９月　新人戦全三河予選 女子団体 ベスト８
  男子団体 第３位
  女子ダブルス ベスト８
  男子ダブルス ベスト１６
  女子シングルス ベスト１６



英語コース

英語検定
1級合格

佐野 聖良
蒲郡中学校出身

普通科　2年1組

本田 アマンダ
安祥中学校出身

普通科　2年1組

TOEIC920点を
達成しました！

　私が1年生のとき、第1回英検で準１級に合格しました。それ以来、英
検１級合格を目標に頑張ってきました。試しに１級の試験を受けた結果、
想像よりはるかに難しい問題が多く、なによりも聞いたこともない単語ば
かりでした。その後、先生と過去問を使いながら一緒に勉強し、合格まで
あと一歩という結果を得ることができました。そして、ついに挑戦2回目で
一次試験に合格し、二次試験に向けて先生とともに練習し、頼りになる
友達からもアドバイスをもらいながら自分の英語をもっと良くさせることが
できました。たくさんの支えを受けて、私は目標を達成することができまし
た。先生やクラスメイト、家族にとても感謝しています。今後は、先生にア
ドバイスを受けながら、様々な検定試験に挑戦し、さらに力を伸ばしていき
たいと思っています。

　私がTOEICに向けて頑張ったことは、耳のトレーニングで
す。テストのスコアの半分がリスニングなので、得点を上げるた
めにyoutubeでネイティブ同士の会話の動画を字幕なしで見
たり、歌詞を1度見てから洋楽を聞いたりして耳のトレーニング
に力を入れました。　もう一つ頑張ったことは、英語で書かれた
記事をインターネットやSNSでたくさん読むことです。それによっ
て自分のリーディングスキルを磨きました。テスト当日で一番難
しかったことは2時間という長い時間、問題に集中することでし
た。しかし、最後まで解くことができたので非常に満足できまし
た。

留学生紹介

英語コース

　私は、アメリカイリノイ州の州立グレイビル高校に1年間
留学しました。すべて英語での授業や周囲の環境にも馴染
めず辛い事もありました。けれども、他国の留学生と励まし合
いながら過ごすうちに現地校の生徒達とも交流できるように
なり、授業も楽しくなりました。一番の思い出は、所属してい
たバレーボール部が勝ち進み州立大会に仲間と参加できた
ことです。他にもアメリカならではの行事(感謝祭やキャンピ
ングカーでの旅行、プロムなど)も素晴らしい思い出です。安
城学園高校の留学制度により現地校で取得した単位を本
校で認定して頂けたので、本校入学時のクラスメイトと一緒
に卒業する事ができます。この留学を終えて国際的な看護
士を目指そうという気持ちが強くなりました。留学という夢を
叶えた今、次の夢に向かって頑張ります。

畑中 優希
篠目中学校出身

普通科　3年

安城学園高校の留学制度により
入学時のクラスメイトと
一緒に卒業できます!

T O P I C S


