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第５１回体育祭

　初めて応援団に参加し、団長という役をいただきました。最初は不安
でいっぱいでしたが、頼もしい団員たちや先生方のサポートのおかげで
不安が自信に変わり、日々厳しさを増していった練習も充実したものとな
りました。今年度、白組は敗北を喫し、とても悔
しい思いをしました。しかし、それ以上に最高
の仲間と最高の思い出を共に創ることができた
私は幸せ者です。白組のみんな、最後まで一
緒に盛り上げてくれて本当にありがとう。

白組団長　下光 将太郎（６-４）

　体育祭までの日々は、自分の役割を果たせるか不安でした。しかし、同学年の
応援団員が私を支えてくれました。応援団の経験が初めての私にとっては、後
輩への指示の出し方やスケジュール管理などが難しく、経験者である他の団員
の動きを見ながら自分なりに取り組みました。念願の紅
組優勝となりましたが、何よりもこの第５１回体育祭が盛り
上がったことが一番嬉しいです。応援団のみんな、本当
にありがとう。そして生徒の皆さん、先生方、保護者の
方々、ご協力・ご支援、本当にありがとうございました。

紅組団長　高橋 輝（６-２）

平成２７年５月２３日（土）

　前日まで天候が心配されましたが、雲は多いも
のの日差しは柔らかく、非常に過ごしやすい中で
行われました。
　今年度のテーマは「英姿颯爽」。各競技・演技で
は、生徒一人ひとりが逞しくも爽やかに取り組む姿
が見られました。応援団は例年より少ない人数でし
たが、だからこそ演技に磨きをかけることができまし
た。応援団全体に一体感が生まれ、素晴らしい演

武を見せてくれました。各学年の集団演技も練習の
成果を余すところなく発揮し、大きな拍手をいただく
ことができ、生徒たちも達成感を味わっているようで
した。紅白に分かれて競う本校の体育祭は、この５
年間白組が優勝してきましたが、今年度は紅組が
悲願であった６年ぶりの優勝となりました。
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２年　パサデナ交換留学 平成２７年５月９日（土）～２１日（木）

　外国の人と長い期間を共に過ごすのは初めてのことでした。言葉だけでは伝わらな
いことが何度もあり戸惑いましたが、「伝えようとする気持ちがあれば理解し合える」と
いう大切なことに気づくことができました。また、異文化を受け入れることの大切さも知り
ました。それぞれ文化が違い、驚くこともありましたが、その違いを受け入れることで絆が
深まっていったように思います。次は私がニュージーランドに行きます。コミュニケーション
を大事にして有意義な交流をしたいと思います。　　　　　  ２年１組　岡田 日菜子

パサデナ留学生の感想「平和について考えたこと」
I ｔｈｉｎｋ “Ｐｅａｃｅ” ｄｏｅｓｎ’ｔ ｊｕｓｔ ｍｅａｎ Ｐｅａｃｅ ｂｅｔｗｅｅｎ 
ｔｒｉｂｅｓ ｏｒ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ， ｂｕｔ ａｌｓｏ ｋｉｎｄｎｅｓｓ ｂｅｔｗｅｅｎ 
ｐｅｏｐｌｅ． Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａｌｗａｙｓ ｐｅａｃｅ ａｎｄ ｋｉｎｄｎｅｓｓ ｂｅｔｗｅｅｎ 
ｔｈｅｍ． Ｐｅａｃｅ ｉｓ Ｐｅａｃｅｆｕｌ． Ｐｅａｃｅ ｍａｋｅｓ ｅｖｅｒｙｏｎｅ 
ｋｉｎｄｅｒ ａｎｄ ｎｉｃｅｒ．　　　　　       Ｇｒｅｅｒ Ｆｉｎｌａｙｓｏｎ

　パサデナ生との交流を通して、彼らと私達は鏡のようだと思いました。
私達が不安そうにしていると相手も不安になり、笑顔でいると楽しそうに
していました。このことから、相手の言語を理解し話すこと以上に、相手
を思いやる心が大切だと分かりました。異文化理解というのはなかなか
難しいことだと私は考えていましたが、今回の経験を生かすことで、それ
も可能だと思うようになりました。　　　　　   ２年２組　古川 まど果

　色々な場面で互いの文化に触れ合い、充実した時を過ごすことができました。中でも印象に
残ったものはパサデナ生の積極性です。何に対しても興味を示し、自ら実行しようとする彼らと交
流することで、自分にも自然と積極性がついてきたように感じます。パサデナ委員として、みんなが
楽しむための場をつくる役でもあった私は、歓送会で司会を務める中で、これまで行事に役割を
持って関わってきた人たちがどれ位苦労しているのかが分かりました。この交流を通して手に入
れた能力を他のことにも生かしていきたいです。  　　　　　　　　　　２年５組　永田 知宏

留学生の合唱 なぎさ生・教員も加わっての「ハカ」 歓迎会にてみんなで盆踊り

理科の授業風景 八千代校舎にて

調理実習でおにぎり作り数学の授業風景 茶道の体験

　ニュージーランドのパサデナ中学校から、１７名の留学生を迎え交換留学を
実施しました。パサデナ生は本校生徒と一緒に授業を受けたり、書道や調理な
どを通じて日本文化を体験したりと、楽しく充実した１２日間を過ごしました。八千
代校舎や広島平和記念資料館を訪れた際は、広島の自然や歴史を肌で感じ
ることができました。期間中は本校生徒の家にホームステイし、共に生活する中
で友情を深めていきました。本校２年生の生徒たちは協力して歓迎会の準備を

し、ニュージーランドからの友達をあたたかく迎えることができました。積極的な
姿勢、感謝の心、平和への思いなど、独自の視点を持ったパサデナ生と接する
中で、知らなかったことを知る楽しさや世界が広がる開放感を得た生徒も多くい
ました。７月には本校の生徒がニュージーランドへ留学します。彼らが現地で何
を学んでくるのか、成長が楽しみです。
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１年　新入生オリエンテーション

平成２７年４月１７日（金）

校長講話を真剣に聞く生徒たち 乗馬体験に感動

サメの歯の感触に驚く生徒たち

本校・広島工業大学沼田校舎／平成２７年４月１３日（月）・１４日（火）

２年～６年　遠足
　晴天に恵まれ、今年度も各学年の遠足が行われました。４年生の遠足は、本
校初の試みである「瀬戸内クルージング＆御手洗（みたらい）散策」でした。呉
港から貸切船で出港し、音戸の瀬戸、安芸灘大橋の下を通過、夜間歩行で渡
る来島海峡大橋を遠望し、大崎下島御手洗港に到着。重要伝統的建造物群
保存地区の御手洗を、グループで写真を撮りながら散策し、帰校後にフォトコン

テストを行いました。生徒たちは、クルージングの間は自分たちにとって身近な瀬
戸内の多島美に改めて感動し、また、仲間との親睦を深め、御手洗では江戸の
町並みと昭和浪漫を味わいました。海に面した「なぎさ」ならではの遠足だった
のではないでしょうか。

　私はオリエンテーションでなぎさ生としての意識、友だちとの関係を深めるなど、
初めての体験をたくさんしました。オリゼミに行く前に立てた目標が「相手の気持ち
を考えて行動する」でした。協力しないとできないオリエンテーションは相手の立場
に立って考えることが一番多かったと思います。協力し、助け合うことで、自分が最
初に立てた目標も達成することができました。オリエンテーションだけでなく、日常生
活・学校生活でも「相手の気持ちを考えて行動する」はとても大切です。６年間の
学校生活が楽しく充実した生活になるように努力していきたいと思います。地道に
コツコツ、明るく前向きに頑張っていきたいです。　　　　　  １年１組　小林 暖

　今回のオリゼミで私は「人間力」の中でも、特に「間力」がついたように
思います。私にとっての「間力」は、人と人とのつながりだと思います。こ
のことを強く感じたのは大縄とびです。大縄とびは、人と人とのつながり
がないとできないし、お互いに協力しないとできません。私たちは８回しか
跳べなかったけれど、これもみんなで協力して出した記録です。一人でも
やる気をなくしたら、みんながまとまっていないと感じました。逆にみんなで
声をかけ合って気持ちが一つになった時は、よい記録が出ました。「間
力」は一人一人から始まるのだと思いました。　　１年５組　田中 理菜

　小雨の降る中、本校と広島工業大学沼田校舎に
て新入生オリエンテーションが行われました。初日は
本校で校長講話や、校歌指導などが行われ、本校
生徒としての自覚を高めました。その後、沼田校舎に
移動して「からだ元気」にて姿勢づくりの大切さを学
びました。２日目にはクラスごとに乗馬やＮＡＰ、大縄と
びを行い、クラスの親睦を深めることができました。２日
間の集団生活を通して、規律ある生活態度を学ぶこ
とができました。この合宿での経験を学校生活に生
かし、実りある６年間を過ごしてほしいと思います。
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新高校生徒会役員

ＴＯＰＩＣＳ

会計監査

文化部長
運動部長
風紀委員長
美化委員長

住吉 未帆
六信 奈波

（５-２）
（４-４）

武藤 寛和
本山 隼大
鉾之原 恒平
辰上 奈穂子

（５-３）
（４-３）
（４-４）
（４-４）

川﨑 燿
手嶋 絵璃

会 長
副 会 長

（５-４）
（５-１）

末廣 鈴香
岩下 雄一郎

書 記
（４-１）
（４-２）

喜田 光紀
山本 佳奈

会 計
（５-３）
（４-２）

中学硬式テニス部
●第４２回（２０１５年度）全国中学生テニス選手権大会
　広島県予選大会
日程：平成２７年５月３日（日）～６日（水）
成績：男子団体戦　優勝
 （第４２回全国中学生テニス選手権大会　中国予選出場）
 　中須賀 健介（３-２）・宮﨑 崇文（３-２）・
 　佐谷 拓海（３-３）・田中 真於（３-３）・
 　萬谷 颯斗（３-３）・荒井 一貴（３-４）・
 　秋吉 大地（３-５）・大西 瑛士（２-１）・
 　小林 遼河（２-２）・後藤 渓太朗（２-３）
 男子シングルス
 　秋吉 大地 優勝
 　後藤 渓太朗 ７位
 男子ダブルス
 　秋吉 大地・後藤 渓太朗 優勝
 女子ダブルス
 　西村 茉莉（３-１）・松井 江美里（２-４） ３位
●平成２７年度広島市中学校テニス選手権大会
日程：平成２７年５月３０日（土）・３１日（日）
成績：男子団体戦　２位
 　佐谷 拓海・田中 真於・萬谷 颯斗・荒井 一貴・
 　大西 瑛士・小林 遼河・後藤 渓太朗・
 　大貫 颯太（１-２）
 女子団体戦　３位
 　加世田 美友（３-１）・西村 茉莉・倉本 結梨（３-３）・
 　古本 理子（２-３）・恵南 円（２-４）・松井 江美里・
 　中丸 恵里（２-５）
 男子シングルス
 　後藤 渓太朗 優勝

高校軟式野球部
●第６０回春季広島県高等学校軟式野球大会
日程：平成２７年４月４日（土）～４月２６日（日）
成績：準優勝

中高囲碁将棋部
●第５１回全国高校将棋選手権大会　広島県予選　
　第３９回全国高校総合文化祭将棋部門
日程：平成２７年５月１７日（日）　
成績：男子個人戦Ａ級　柏尾 稜（５-１）　３位

その他表彰
●第２３回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
日程：平成27年４月２５日（土）・２６日（日）
成績：長拳Ａ女子 横町 祐実（５-４） 全国４位
 長拳Ａ短器械女子 横町 祐実 全国２位

中学水泳部
●広島市中学校水泳競技選手権大会　競泳の部
日程：平成27年６月６日（土）・７日（日）
成績：２００ｍ個人メドレー 枡井 萌（１‐５） ４位
 ２００ｍ個人メドレー 三村 純麗（３‐１） ８位
 ２００ｍ背泳ぎ 枡井 萌 ５位
 ４００ｍ自由形 小西 咲良（２‐３） １位
 ８００ｍ自由形 小西 咲良 １位

高校水泳部
●平成２７年度広島地区高等学校春季水泳競技大会　水球の部
日程：平成27年４月１８日（土）
成績：４位
●広島県高等学校総合体育大会　水球の部
日程：平成27年５月３０日（土）・３１日（日）
成績：４位
●広島県高等学校総合体育大会　競泳の部
日程：平成27年６月６日（土）・７日（日）
成績：女子２００ｍ個人メドレー　小西 七海（５-１）　６位

高校硬式テニス部
●第５４回広島市春季高校生選手権大会
日程：平成２７年３月２３日（月）～２７日（金）
成績：女子オープンシングルス　馬屋原 月子（６-１）　優勝

●平成２７年度第６８回広島県高等学校総合体育大会
　テニス競技（個人戦）広島地区予選
日程：平成２７年４月１８日（土）・１９日（日）
成績：男子ダブルス
 　丸石 拓海・澤田 文弥（県大会出場）
 　竹野 光稀（５-４）・丸山 直人（５-４）（県大会出場）
 男子シングルス
 　丸石 拓海（県大会出場）
 　澤田 文弥（県大会出場）
 　竹野 光稀（県大会出場）
 　丸山 直人（県大会出場）
 　藤田 貴久（６-１）（県大会出場）
 女子シングルス
 　馬屋原 月子（予選免除　県大会出場）
 　小川 万由子（６-４）（県大会出場）
 　東久保 唯（６-４）（県大会出場）
 　沖 菜摘（５-１）（県大会出場）
 女子ダブルス
 　馬屋原 月子・横町 祐実（県大会出場）
●平成２７年度第７０回国民体育大会（少年の部）
　テニス広島県予選大会
日程：平成２７年４月２５日（土）・２６日（日）
成績：男子シングルス　丸石 拓海　２位（全国大会出場）
●平成２７年度第６８回広島県高等学校総合体育大会
　テニス競技（団体の部）
日程：平成２７年５月３０日（土）・３１日（日）
成績： 男子団体戦　準優勝
 　竹野 光稀・丸山 直人・丸石 拓海・澤田 文弥
 女子団体戦　５位
 　東久保 唯・沖 菜摘・馬屋原 月子・小川 万由子
●平成27年度第６８回広島県高等学校総合体育大会
　テニス競技（個人の部）
日程：平成２７年６月６日（土）・７日（日）
成績：女子シングルス　馬屋原 月子　５位
 （第５５回中国高等学校テニス選手権大会出場）

日程：平成２７年７月３０日（木）　　会場：野洲市総合体育館
出場者：三浦 由布子（５-１）、森島 帆南（４-３）、柳川 静花（４-５）

第３９回全国高等学校総合文化祭  ２０１５滋賀びわこ総文

◎ バトン部［マーチングバンド・バトントワリング部門］
日程：平成27年５月１６日（土）　
場所：佐伯区民文化センター

オペラ「赤ずきん」～和と洋のハーモニー～

◎ 管弦楽部　

大会名：平成２７年度全国高等学校
  総合体育大会（２０１５近畿総体）　　
日程：平成２７年８月５日（水）～８月８日（土）　
会場：大阪府マリンテニスパーク北村　
種目：テニス 個人の部シングルス 男子　
出場者：澤田 文弥（５-３）

インターハイ

◎ 高校テニス部
大会名：第７０回国民体育大会（わかやま国体）
日程：平成２７年９月２７日（日）～３０日（水）　
会場：和歌山市立つつじが丘テニスコート　
種目：テニス少年男子　
出場者：丸石 拓海（６-５）

国体

◎ 高校テニス部

日程：平成２７年７月２８日（火）・２９日（水）　　会場：守山市民ホール　　
出場者： 池田 多賀子（５-１）、岡 隼斗（５-１）、森近 真帆（５-１）、鈴木 優花（５-２）、田中美緒（５-２）、
三浦 玲央奈（５-２）、石丸 裕子（５-４）、岡本 成未（４-１）、平原 沙也香（４-２）、石川 愛海（４-３）、寺川 郁（４-３）

◎ 管弦楽部［器楽・管弦楽部門］ 　５月１６日（土）、管弦楽部が佐伯区民文化セン
ターホールで、オペラ「赤ずきん」～和と洋のハーモ
ニー～を開催しました。オペラ「赤ずきん」は、アルゼ
ンチン出身のシャランゴ（南米アンデス地方の楽器）
奏者ディエゴ・ヤスカレーヴィッチ氏によって、本校の
管弦楽部のために書かれたものです。春休みから
練習を重ねてきた生徒たちは、作曲者のディエゴ氏
と共に、初演の
オペラを、演奏、
歌、朗読、絵の
総合芸術として
表現しました。

　今年、この学校は創立５０周年を迎えました。そして、創立１００周年に向けて新たな一歩を踏
み出す年に生徒会長を務めることができ、光栄に思います。さて、生徒会執行部は新たにこの１２
人で活動を行うこととなりました。役員はもちろんですが、生徒の皆さんも生徒会を創り上げる大切
な一員です。これまでの先輩方に引き続き学校全体で一丸となり、より良い学校づくりを目指して
活動していきます。１年間よろしくお願いします。　　　　　　　　  新高校生徒会長  川﨑 燿


