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　前期生徒会方針は「聲のココ」です。クラスや部
活動・自主活動など日常を大切にすることで、「輝け
る場所」をつくり、皆さんの「居場所」となる学校を目
指すという意味が込められています。この方針のも

と約5ヶ月間、行事の運営や常任活動などさまざまなことを頑張ってきま
した。たくさんの方に支えられここまで走り抜けることができました。前期
の間、ありがとうございました！

生徒会活動報告

生徒会長
副 会 長
書 紀
書 紀
会 計
渉 外

3年　　鈴木　友梨香
3年　　岡田　姫香
3年　　冨田　　渚
3年　　西山　友唯
1年　　近藤　優華
2年　　田中　仁人

（安城南中学校出身）
（乙川中学校出身）
（大府北中学校出身）
（矢作中学校出身）
（竜北中学校出身）
（安城北中学校出身）

　この10ヶ月の安城学園高校での留学は、とても良い経験
になりました。友だちと一緒にすばらしい時間を過ごせました。
筝曲部でも日本の文化についていっぱい学べました。ドイツの
家族や友だちに会いたくないわけではありませんが、ここで毎
日を楽しんでいろいろなことを学んでいるので、できれば早く日
本に戻りたいです。友だちも先生方も、私にしてくださったたくさ
んのことに感謝します。ありがとうございました。

シュッテ・レナ（ドイツ）

2018年7月23日（月）～8月9日（木）の18日間
ハワイブリガムヤング大学
サマースクールAloha ESL

前期生徒会役員

すばらしい時間を過ごした日本に戻りたい

英語の大切さを体感 英語力の上達を実感 ぜひ参加してほしい！

「聲のココ」に込めた想い

留学生紹介

ハワイ　サマースクール

前期生徒会メンバー紹介

岡田　姫香
乙川中学校出身

普通科　3年6組

　今回のサマースクール
で心に残っていることは、
ハワイの自然です。有名
な映画の撮影地を見るこ

とができ、本当に恐竜が出てきそうな雰囲気で
楽しかったです。また、友だちができたことです。
中国の友だちなどと英語で気持ちが伝えあえ
て、英語の大切さを体感しました。知り合った仲
間と別れるときは、涙が止まりませんでした。

増田　朱里
知立南中学校出身

普通科　2年1組 　このサマースクール
で、英語が聞き取りやす
くなりました。そして自分
から積極的に英語を話

そうという気持ちが出てきました。アクティビ
ティも授業も楽しく、先生方もフレンドリーで最
初に感じた不安は吹き飛びました。10月の英
検では正答率がぐっと上がり、上達を実感す
ることができました。

山田　美優
矢作中学校出身

普通科　2年1組 　最初は、ホストファミ
リーの言うことも、学校の
先生が言うこともわから
ないことが多くありまし

た。しかし、わからないことを調べて覚えると、
段々言っていることがわかってきて嬉しかった
です。美しい海やプールで泳いだり、ダイアモ
ンドヘッドに登って頂上からハワイの町や自然
を眺められて、Happyでした。ぜひ行くべき！と
強くお勧めしたいです。

天野　汐希
一色中学校出身

普通科　2年1組
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第61回定期演奏会 6月9日（土）
西尾市文化会館大ホール

6月10日（日）
安城市民会館サルビアホール

　第61回定期演奏会を、新たな仲間である新1年生
を迎えて行わせていただきました。大変なこともありまし
たが、部員全員でひとつの音楽を作り上げることがで
きてよかったです。これからも、愛と感謝を忘れず、精

一杯頑張っていきます。

所澤　怜那
東浦中学校出身

普通科　3年3組

感動を届ける音楽を

　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
560名の方に参加していただきました。また7月27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。

4月28日（土）、6月2日（土）、7月14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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チーム（組織）のために何ができるか
　「チームメートがあなたのために
何をしてくれるのではなくて、
　あなたがチームメートのために

何ができるかである」

マジック・ジョンソン
アメリカ/プロバスケットボール選手

　今年の１学期の始業式の式辞の中で、「一人一人

が頑張った時、頑張ろうとした時、そしてそれを皆が応

援する時、初めて大きな成果を生むことができるのだと

思う」という話をした。

　チーム・組織が強くなるためには、そして成果を出し

ていくためには、個々のメンバーが、今のチーム・組織の

ために、自分は何をすべきなのかを考え動かなければ

ならない。

　スポーツとりわけチームスポーツにおいては、いわゆる

エースと呼ばれる中心選手がいる。そのエースは、

エースだから自分の好きなようにプレーしてよいわけで

はない。

　ここはエースであるお前に決めてほしいと他のチー

ムのメンバーが願い、自分もここは決めるのがベストだと

判断した時に、決められるのがエースというものなのだ。

　これはスポーツだけでなく、組織とメンバーの関係は、

どの分野にも当てはまることであろう。

　組織において独立自尊したメンバーが多くいる組織

が、強くてまとまりのある組織となるのではないだろうか。

　夏休み中の各クラブ活動等の活躍、そして学園祭

の実行委員会・各クラスの準備の様子等を見る中で…

巻 頭 言

princ ipal
speech

ダンス部
8月3日（金）～5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。全国大会と並行して練習を行って
いたため少し不安はありましたが、当日は会場を盛り上
げ最高のステージを作ることができました。このステー

ジが作れたのは、仲間や先生、先輩、見に来てくださった方々のおかげです。
引退まであと少しですが、精一杯がんばります。応援よろしくお願いします。

岡田　悠愛
竜海中学校出身

普通科　3年6組

イチ夏！
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。
毎年出場させていただいていますが、その度に曲を変
えて、よりたくさんの音楽を届けられるように短い時間で
練習に励んできました。今年はとても暑く、練習も本番

も体調管理に気を抜けませんでしたが、保護者の方やサポートメンバーのおか
げで、安心して演奏することができました。地域に愛されるバンドとして、これか
らも応援してくださる方のために活動していきたいです。

稲垣　真琴
安祥中学校出身

普通科　2年8組

応援してくださる方のために

安 城 七夕まつり

560名の方が参加

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き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。またウインタースポーツ
やマリンスポーツ、カヤックなどの体験は、刺激のある体験となりま
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、保護者のみなさまのご理解・ご協力に感
謝いたします。

　4月14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30次創作ミュージカル「街角のブラックボード」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。午後には一般公演が行われ、ひたむきな演技と美しい歌が来場者
の感動をよびました。

2年生修学旅行
2018年3月
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
2018年3月　安城市民会館サルビアホール

2018年度合唱コンクール
2018年3月　　安城市民会館サルビアホール

　本校では、一年生の芸術科行事として合唱コンクールを、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学年主任　鶴田　孝文

　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
にこの授業を入れます。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
とりをつとめた１組は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの演説を英語で演じ
ました。何をどう伝えたいのかが伝わる表現方法でした。また、今年の特徴として、
iPadを駆使して音や映像を劇に取り入れるクラスが多く見られました。時代と共
に伝え方の方法・技術は変わってきています。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

大きな舞台で発表！1年生合唱コンクール

　特に印象に残っているのはブルーベリー狩りです。こ
れほど多くの種類があり、一つ一つにはっきりとした味の
違いがあることに驚きでした。また家族や友だちと行って
みたいと思います。その他にも、普段の生活ではできな

い火おこしからはじめたBBQ、巨大な望遠鏡を使った天体観測など、本当に
楽しい一日でした。このセミナーで理科の先生ととても仲良くなれたので、来
年も参加したいです。

石川　志媛
鶴城中学校出身

普通科　2年9組

普段の生活では体験できない楽しい一日

国語科教諭　藏野　辰徳

　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年学年主任　村松　大輔

フレッシュマンキャンプ
2018年4月
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）

理科スプリングセミナー
2018年5月

新入生歓迎会・創作ミュージカル一般公演
2018年4月　安城市民会館サルビアホール

3月～9月の行事 School Events



　私は今回で3回目の東北ボランティアに行ってきまし
た。年を重ねるごとに、復興が進んでいることが感じられま
した。私たちは復興住宅や現地の老人ホーム・幼稚園を
訪問し、多くの方と交流してきました。どの場所へ行っても

私たちを温かく迎えてくださり、私たちの歌を真剣に聴いてくださいました。これ
からもこの活動を通して、歌を通して、被災地に笑顔を届けていきたいです。
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商業科BIGプロジェクト
2018年8月

体育祭
2018年5月　城南グランド

　僕たちと担任の先生は、綱引きに全てをかけ
ていました。今年から担任の先生も競技に参加
できるため、優勝を狙っていました。開始前に作
戦をたてたことや、女子の大きな声援もあり、見

事に優勝することができました。綱引きだけでなく、個人やクラス競技
で全員が全力を尽くした結果が総合優勝につながったと思います。
体育祭を通してクラスが1つになりました。また、準備や運営を行って
くれた方への感謝も忘れずにいたいです。

兵藤　亮太
明祥中学校出身

普通科　3年6組

平成最後の体育祭、総合優勝！

広島セミナー
2018年8月

　国語科「広島セミナー」に
16名で参加しました。いろいろ
な人たちが、考えややり方は
違っても、平和を願っているこ

とがわかりました。平和記念式典で代表の方々のス
ピーチを聞き、私自身の考えも変わることが多かった
です。国連の代表が言っていたように、何もなくなっ
てしまっても、そこから不屈の精神で環境・文化を再
度作り直し、その中でも戦争・核の恐怖を忘れず、
核なき世界を目指し、世界に訴え、頑張る広島の
方々に感動しました。鶴を掛けたり、鐘を鳴らしたりと
貴重な体験をすることができました。宮島に行くなど
楽しいこともたくさんあり、とても楽しく忘れられない
思い出になりました。式典での体験を新聞にして、
忘れないようにまとめていこうと思います。

谷口　志樹
翔南中学校出身

普通科　1年5組

やり方は違っても平和を願う気持ちは同じ

　今年の生徒会東北ツアーは、震災から7年間に渡り
交流を続けている大船渡東高等学校生徒会と、昨年度
から新たに取り組んでいる「福島ひまわり里親プロジェク
ト」のみなさんと、現地でお会いするスタディツアーとなりま

した。その中で私は、自分の意志を持ち、夢を語る高校生や、地域を活性化さ
せようと活動する多くの大人に出会いました。また7年経った岩手県と福島県
の光景を目の当たりにしました。このツアーで学んだ人の強さ、震災のその後を
伝え、これからも東北と繋がっていきたいです。

冨田　渚
大府北中学校出身

普通科　3年2組

生きる強さ

　弦楽部として毎年、東北ボランティアに伺ってい
ます。南三陸の防災庁舎の周りに更に盛り土がさ
れていたり、建物が増えていたりと、かなり復興が進
んでいると感じました。シャークミュージアムで資料を

見たり、亀山レストハウスで被害にあった方の講話を聞いたりと、良い
経験になりました。商店街や復興住宅で演奏もさせていただきました。
現地の方の笑顔を見られて、この活動をしてよかったと感じました。

東北に行って学べたこと

川澄　玲奈
竜海中学校出身

普通科　3年4組

歌で届けられるもの

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

学園祭
2018年9月

3月～9月の行事 School Events

　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「自分たちで一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、相手のことを思いやること、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場体験

梅田　結香
上郷中学校出身

普通科　3年3組

　今年の学園祭は「新歩～希望の花が咲く道を～」を
テーマに、数多くの企画が並びました。学園祭を通し
て、楽しむことはもちろん、多くの学びを共有できたと思
います。このような学園祭を作ることができたのは、一緒

に活動してきた仲間の存在と、皆さんのご協力・多く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。

　夏休み前から準備を進めてきた学園祭で、全校生徒
の皆さんが頑張る姿、楽しむ姿をたくさん見ることがで
き、とても嬉しく感じました。祭りという楽しい雰囲気があ
り、社会へのメッセージがある企画が並び、充実した学

園祭になったと思います。これは全校の皆さんが関わり、協力しながら準備
や片付けを進めてくれたからです。本当にありがとうございました。

充実した学園祭

永田　涼子
豊南中学校出身

普通科　3年3組

多くの人に支えられた学園祭

鈴木　友梨香
安城南中学校出身

普通科　3年3組
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Club activity report

　決勝直前、私は捻挫をしま
した。「もう1度、日本一へ」そ
う思っていた分、後悔が一気
に押し寄せてきました。そんな

不安にかられていた私を助けてくれたのは、勝てる
と信じて指導してくれた先生、サポートしてくれた仲
間の存在です。そして三重県にまで応援に来てく
れた家族や担任の先生、友人の力により、気持ち
を切り替え試合に集中することができました。2位
という結果を残せたのは、周りの支えのおかげで
す。ありがとうございました。

小笠原 早矢楓
鶴城中学校出身

普通科　3年11組

クラブ活動報告 2018年7月～10月
陸上競技部

女子バスケットボール部

全国高校総体出場!
2018年8月2日（木）～6日（月）

2018年8月2日(木)～8月7日(火)

　高校総体はベスト16という結果で終わりました。開催地ということ
もあり、たくさんの応援の中で試合することができましたが、期待に応
えられずとても悔しい思いをしました。自分たちの甘さ、弱い部分が出
てしまった試合だと思います。いつも支えてくださる方々への感謝の

気持ちを忘れず、インターハイで得たものを次に活かしていきたいです。一人一人成長し、
ウインターカップでは最大限の力を発揮できるように練習していきます。これからも応援よ
ろしくおねがいします。

那須　みらい
北谷中学校出身

普通科　3年6組全国高校総体出場

周りの存在の力

インターハイで得た経験を次へ

　私たちは、8月に豊田市で
行われたインターハイに出場
することができました。試合は
1回戦で山梨県2位のダブ

ルスを相手に7-11、15-17、16-18という結果で
負けてしまいました。しかしPTA・生徒会の方 を々
はじめ、みなさんの応援のおかげでインターハイと
いう大舞台で思い切り力を出し切ることができまし
た。この経験を生かして、これからも頑張っていきた
いです。

近藤　真帆
一色中学校出身

商業科　3年2組

卓球部

ボルダリング

全国高校総体出場!
2018年8月5日（日）

2018年7月～10月

　今年初めて日本代表になり、海外でのワールドカップに出
場しました。最初のヨーロッパ2戦では緊張して自分の登りが
できませんでしたが、参戦していくうちに少しずつ慣れていき、
4戦目の中国で初めて準決勝に残り9位という結果を修める

ことができました。それが自信となり、最終戦のドイツでは思い切り登ることができま
した。自己最高順位は取れませんでしたが、苦手なヨーロッパ戦で掴んだ手応えを
今後に繋げていきたいです。

倉　菜々子
刈谷南中学校出身

普通科　3年10組

ＩＦＳＣクライミングワールドカップ＆
福井しあわせ元気国体2018出場！！

感謝の気持ちを忘れずに

ワールドカップを経験して
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クラブ活動報告
Club activity report

○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 6位　
　6月 高校総体県大会 3位
 東海総体東海大会 4位
　7月 愛知県私学大会 3位
　8月 国体東海ブロック大会 出場（愛知県）
 3年　黒田亘（亀崎）　菅野正和（日進西）愛知代表

○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 優勝
　7月 高校総体全国大会（愛知県） ベスト16
　8月 夏季選手権大会西三河支部 優勝
 愛知県選手権大会 3位
　8月 全国高校総合体育大会 ベスト16（愛知県）

○野球部
　4月 平成30年度春季西三河大会 3位
　5月 第68回愛知県高等学校優勝野球大会 1回戦
　7月 第100回全国高等学校野球選手権愛知大会 1回戦
　8月 平成30年度秋季西三河大会 3位
　9月 第71回愛知県高等学校野球選手権大会 出場
 10月 第139回全三河高校野球大会 出場

○陸上部
　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3位
  男子　フィールド優勝
  女子　総合3位
  女子　フィールド2位
　6月 高校総体東海大会（のべ21種目出場）
  女子　総合6位
  女子　フィールド3位
  男子　フィールド3位
　8月 高校総体（のべ9種目出場）　 女子　走高跳2位
  男子　ハンマー投6位
　8月 東海選手権（のべ16種目出場） 女子円盤投　8位
  女子1500m　3位
  女子1500m　4位
  女子5000m　2位
  女子3000ｍ障害2位
  女子4×100ｍR4位
　8月 高校総体　出場（三重）
 3年　佐々木秀斗（豊南） ハンマー投6位・円盤投
 3年　光岡奨平（逢妻） 円盤投・ハンマー投
 3年　小笠原早矢楓（鶴城） 走高跳1位
 3年　大久保春香（矢作） ハンマー投
 2年　宇野琳太郎（東山） 走高跳
 2年　田中日向（古知野） 走高跳
 2年　村木未澪（逢妻） 200ｍ
 2年　近藤未空（竜海） 円盤投
 2年　森村木未澪（逢妻）中山愛理（東浦北部）森本みく（二川）
 1年　濱山瑞希（安城北） 4×100mR
　８月 東海選手権 出場（岐阜）

○ソフトボール部
　4月 高校総体西三河予選 準優勝
　6月 高校総体県大会 ベスト8
　7月　愛知県選手権大会 ベスト8
　8月 全三河選手権大会 2回戦敗退
　8月 中部私学選手権大会 1部1回戦敗退

○バドミントン部
　4月 高校総体全三河予選 女子団体 3位
  女子ダブルス ベスト8
  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・3位
  女子シングルス 優勝・準優勝

○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 準優勝
　8月 県高校選手権大会 ベスト16
 碧海大会 3位

○卓球部
　4月 高校総体西三河予選 団体 優勝
  個人ダブルス 4組通過
  シングルス 8名通過
　5月 高校総体愛知県大会 団体 ベスト8
  個人ダブルス 5位
  シングルス 3回戦敗退
　6月 後藤杯愛知県予選 シングルス 1名通過
  ダブルス 1組通過
　7月 中部日本卓球選手権大会 シングルス 12名通過
  ダブルス 4組通過
　7月 中部日本卓球選手権大会 出場（豊田市）
　8月 全国高等学校総合体育大会 出場（豊田市）
  3年　調子楓（一色）　近藤真帆（一色）
　8月 西三河卓球個人選手権大会 ダブルス 2位・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 ダブルス 3組通過
  シングルス 9名通過

○ソフトテニス部
　4月 高校総体西三河予選 団体 12位
   個人 3回戦敗退
　7月 国民体育大会西三河予選 個人 3回戦敗退

○男子硬式テニス部
　4月 高校総体西三河予選 団体 ベスト8
   個人シングルス・ブロックベスト8
   個人ダブルス 出場
　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
   個人ダブルス 出場

○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
   個人ダブルス ブロックベスト8

○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 グループリーグ敗退

○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
 2年 大岡　美聡（上郷） 菱田　凛（岩倉南部）
  吉　　菜摘（竜北）
 1年 伊藤　梨那（桜山） 山下　桜（西端）
  青葉　結衣（依佐美） 北村ほのか（藤岡南）
  松元　那奈（沢上） 野口菜々子（西尾）
  菱田　恋（岩倉南部） 山口あずみ（高師台）
　6月 国体愛知代表選出 3年　千賀　夏希（暁）
　7月 東海女子ユースサッカーリーグ 2部所属
　7月 Liga Student東海北信越2018 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 3位
　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） ベスト8

○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（9名出場） 男子個人総合4位・団体3位
 女子個人 総合6位
　6月 東海高校総体（5名出場） 男子個人総合6位
　8月 愛知県ジュニアアーチェリー大会 男子・女子　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2018 東海大会4位（全国大会出場）
 （HIPHOP女子部門Medium編成）
　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

○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 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 優勝　（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 5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

○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 平成30年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73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58回愛知県合唱コンクール 高等学校部門「Aグループ」 銀賞

○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　

大会・試合結果　２０１8年4月～２０１8年9月

　私たちは8月に行われた東海吹奏楽コンクールに出場し、銀賞を受賞させていただきました。目標としていた全国大会
出場には届きませんでしたが、この夏の練習を通して、仲間との繋がりや、賞が取れなくとも感じることのできる達成感な
ど、大切なことを部員全員で学べたように思います。この経験を忘れることなく、マーチングコンテストや他の大会・演奏会
に向けて頑張っていきます。今後も応援よろしくお願いします。

2018年10月13日、岐阜県の「で愛ドーム」で行わ
れた第32回東海マーチングコンテストにて、金賞・朝
日新聞社賞を受賞し、8年連続で全国大会出場が
決定しました。

松下　沙樹
朝日中学校出身

普通科　3年2組

　弦楽部は45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演奏会を行ったり、

地域交流コンサートや東北支援演奏旅行、クリスマスコンサート
など幅広く活動しています。今年度は、秋に行われる全国大会に
団体・アンサンブル共に出場が決まり、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
ろしくおねがいします。

鈴木　愛未
商業科　3年2組

岡崎南中学校出身

吹奏楽部

弦楽部 ダンス部

東海大会出場

速報！マーチングコンテスト
全国大会出場

全国大会出場決定 全国大会出場

この夏で学んだこと

全国大会へ向けて マッハGO！GO！GO！
2018年8月1日

　私たちは、今年の8月に行われた「ダン
スドリル選手権大会」全国大会に出場す
ることができました。私たちに代が変わっ
てからの大きな目標として「全国大会出

場」を掲げていたので、目標を達成することができて本当によ
かったです。また5年ぶりに先輩方の想いをつなぐことができまし
た。来年はもっと上を目指して頑張っていってほしいと思いま
す。これからもダンス部をよろしくお願いします。

澤田　乃枝瑠
普通科　3年10組

豊南中学校出身

2018（第24回）
日本管楽合奏コンテスト出場！
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　前期生徒会方針は「聲のココ」です。クラスや部
活動・自主活動など日常を大切にすることで、「輝け
る場所」をつくり、皆さんの「居場所」となる学校を目
指すという意味が込められています。この方針のも

と約5ヶ月間、行事の運営や常任活動などさまざまなことを頑張ってきま
した。たくさんの方に支えられここまで走り抜けることができました。前期
の間、ありがとうございました！

生徒会活動報告

生徒会長
副 会 長
書 紀
書 紀
会 計
渉 外

3年　　鈴木　友梨香
3年　　岡田　姫香
3年　　冨田　　渚
3年　　西山　友唯
1年　　近藤　優華
2年　　田中　仁人

（安城南中学校出身）
（乙川中学校出身）
（大府北中学校出身）
（矢作中学校出身）
（竜北中学校出身）
（安城北中学校出身）

　この10ヶ月の安城学園高校での留学は、とても良い経験
になりました。友だちと一緒にすばらしい時間を過ごせました。
筝曲部でも日本の文化についていっぱい学べました。ドイツの
家族や友だちに会いたくないわけではありませんが、ここで毎
日を楽しんでいろいろなことを学んでいるので、できれば早く日
本に戻りたいです。友だちも先生方も、私にしてくださったたくさ
んのことに感謝します。ありがとうございました。

シュッテ・レナ（ドイツ）

2018年7月23日（月）～8月9日（木）の18日間
ハワイブリガムヤング大学
サマースクールAloha ESL

前期生徒会役員

すばらしい時間を過ごした日本に戻りたい

英語の大切さを体感 英語力の上達を実感 ぜひ参加してほしい！

「聲のココ」に込めた想い

留学生紹介

ハワイ　サマースクール

前期生徒会メンバー紹介

岡田　姫香
乙川中学校出身

普通科　3年6組

　今回のサマースクール
で心に残っていることは、
ハワイの自然です。有名
な映画の撮影地を見るこ

とができ、本当に恐竜が出てきそうな雰囲気で
楽しかったです。また、友だちができたことです。
中国の友だちなどと英語で気持ちが伝えあえ
て、英語の大切さを体感しました。知り合った仲
間と別れるときは、涙が止まりませんでした。

増田　朱里
知立南中学校出身

普通科　2年1組 　このサマースクール
で、英語が聞き取りやす
くなりました。そして自分
から積極的に英語を話

そうという気持ちが出てきました。アクティビ
ティも授業も楽しく、先生方もフレンドリーで最
初に感じた不安は吹き飛びました。10月の英
検では正答率がぐっと上がり、上達を実感す
ることができました。

山田　美優
矢作中学校出身

普通科　2年1組 　最初は、ホストファミ
リーの言うことも、学校の
先生が言うこともわから
ないことが多くありまし

た。しかし、わからないことを調べて覚えると、
段々言っていることがわかってきて嬉しかった
です。美しい海やプールで泳いだり、ダイアモ
ンドヘッドに登って頂上からハワイの町や自然
を眺められて、Happyでした。ぜひ行くべき！と
強くお勧めしたいです。

天野　汐希
一色中学校出身

普通科　2年1組


