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応急手当講習会（７月 27 日）修学旅行（山口）

南高祭（体育大会）

修学旅行（広島）

中学生体験入学（８月９日）
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始業式
課題テスト
大学入試センター試験
学年末考査（3年）
保護者会（3年）
生活デザイン科卒業制作発表会
　①ファッションショー
　②展示
　③ビュッフェパーティー

1月9日
1月9日～11日

１月13日・14日
1月16日～19日
1月22日～24日

2月6日
2月7日・8日

2月9日

PTA理事会
学年末考査（1・2年）
同窓会入会式
第45回卒業証書授与式
春季ｸﾗｽマッチ
終業式

2月8日

2月22日～28日

2月28日

3月1日

3月6日

3月20日

３学期の学校行事予定
写真協力：大森写真館　写真部

南高祭（オープニング）
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ＰＴＡ副会長　伊　藤　浩　一　

　会員の皆様におかれましては、日頃よりＰＴＡ
活動へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。長女が入学して始まったPＴA活動も、
次女の入学により今年で五年目となりました。Ｐ
ＴＡの活動はそれぞれ大変有意義で楽しい時間で

すが、中でも役員二年目の�0�3年に、保護者の皆様にも気軽に学校
行事に参加できる環境を作りたいという思いで始めた南高祭バザー
や、ＰＴＡ総会での講演会など年を重ねるごとにパワーアップして
います。
　五年間のＰＴＡ活動で、先生方や保護者の皆様、そして沢山の生
徒さんと出会い、一緒の時間を過ごせた事に感謝をしております。
　来年度は南高校が東三河の公立高校の代表校として、ＰＴＡ東三
大会を企画運営します。残り�年半の任期をしっかりと、そして楽
しみながら務めていきます。引き続きご協力をよろしくお願いいた
します。

教頭　森　田　恭　弘　

　「応援団」は硬派！「みなみん」は笑？　両極で相反するようです

が、ともに大切な南高校の顔です。一緒に活動することで相乗効果

を生み、南高校のいろいろなタイプの生徒がそれぞれの場で活躍し

ている有様を象徴しています。

　今回の「のはな菖蒲」には、南高祭、ジョブシャドウイング、イ

ギリス研修、修学旅行などの活動報告が満載です。ＰＴＡの皆様に

支えられ、夏休み・２学期は、学習以外の場面でもたくさんの生徒

が活躍しました。個性あふれる様々な生徒がそれぞれの良さを発揮

し、協力し合いながら成長していきます。多種多様な体験活動の場

が設定されているのは南高校の魅力の一つです。

　そして来年度、「教育コース」が開設されます。ますます南高校が

魅力的になっていきます。多様な生徒が集い、一人ひとりが活躍で

きる環境整備に努めたいと考えています。学校から地域へ、多様性

を認め合う社会の実現に思いを込めて…。

ＰＴＡ書記　廣　田　雅　子　

　８月24･25日、袋井市のエコパで行われ、会長・校長ら５名で参

加しました。｢有徳の人づくり｣をテーマに、初日はＮＨＫ大河ドラ

マ『おんな城主直虎』の時代考証を手がけている小和田哲男氏によ

る｢戦国武将に学ぶ子育てと人づくり｣の講話。翌日は、俳優の筧利

夫氏が浮き沈みの激しい業界をどのように生き抜いていたか、など

興味深いお話を拝聴しました。

ＰＴＡ研修委員長　鈴　木　良　近　

　10月20日、小雨の中、37名の保護者と３名の先生に御参加いただ

きました。長久手市の愛知県立大学では、大学事務局の説明後、学

食体験と図書館見学。天白区の名城大学では説明とキャンパス見学。

ささしまライブの愛

知大学では本校卒業

生２名に、大学受験

から就職内定までの

話をしていただきま

した。企画実行に当

たった皆様に感謝し

ます。

ＰＴＡ会長　安　達　道　行　

　９月14日、ＰＴＡバザーが行われ「玉せん」「フランクフルト」「か

ら揚げ」「串カツ」の４つを販売しました。ＰＴＡの理事の方々の

べ100名ほどのご協力で、ほぼ全て完売。

　楽しく、和気あいあい

と食材を作ったり提供し

たり、時には一緒に食べ

たりできました。

　回を重ねるごとにＰＴ

Ａの皆さんの協力のおか

げで、有意義なＰＴＡ行

事になっています。来年

もぜひ！

環境保健委員長　鈴　木　知　子　

　11月23日ＰＴＡ緑化活動が行われる予定でしたが、前日からの大

雨で中止となり理事会のみの開催となりました。しかし、恒例の豚

汁とおにぎりでの会食は行われました。９時から豚汁作りの為に集

まった環境保健委員の皆さんは緑化活動が行われないことがとても

残念そうでしたが、時間の変更にも手際良く対応し、間に合わせる

事ができました。毎年続くこの活動を、今年もたくさんの委員さん

で出来た事に感謝です。ありがとうございました。

ＰＴＡ生徒指導委員長　市　橋　知代子　

　０の日交通安全指導に３年参加させていただきました。先生、生

徒の皆さんと共に年５回行っています。朝の登校時間帯は車も子供

達も急いでいるので危険が一杯ある事に気付かされました。「おは

ようございます。」と挨拶すると共に、子供達への安全確保や見守

られているという意識づけもでき、また地域ぐるみの交通指導への

参加もできるこの活動に参加でき嬉しく思うと共にこの活動をこれ

からも続けていけたらと思いました。

PTA教育情報副委員長　朝　倉　信　衣　

　11月７日、ライフポートで開催され、本校から教員・ＰＴＡ役員・

理事の18名が参加しました。「被災地の教育現場から～子どもを守

り、輝かせるために～」という演題で、認定ＮＰＯ法人カタリバ女

川向学館アドバイザー佐藤敏郎氏の講演を聞きました。講演では「言

葉を語ることは未来を語ること」「他人の境遇を共有することで人

は前に進める」と、ご自身の体験を多く語ってくださいました。

　豚汁作り

南高校は私の二番目の母校

P T A 活 動 報 告
　高Ｐ連全国大会（静岡大会） 　ＰＴＡ大学見学会

一人ひとりが主役

　文化祭バザー

　東三地区県立高校ＰＴＡ連合会研究集会

　交通安全指導



－ 3 －

特活部　渡　會　啓　太　

　９月�3日アイプラザ豊橋にて吹奏楽部の演奏で開幕しました。「み
なみんのテーマ」が流れ出すと、自然と笑顔がこぼれ、曲に合わせ
て手拍子をするなど、会場全体に一体感が生まれました。
２日目の企画発表では、どれも工夫を凝らした企画ばかりで、生徒
だけでなく、職員・保護者も一緒に楽しんでいる様子が印象的でした。
　３日目の体育大会は、各
クラスの堂々とした入場行
進から始まりました。それ
ぞれの種目でクラスの代表
が熱い戦いを繰り広げ、大
いに盛り上がる大会となり
ました。（９月�3日～ �5日）

２－６　小　川　大　登　

　９月�3日アイプラザでのオープニングにて芸術鑑賞会として、落
語、マジック、漫才を鑑賞しました。現代の高校生にとって、落語
は触れる機会が少なく、普段落語を見ていない人でもわかりやすく
て面白い、まさに落語の醍醐味を味わえる内容でした。マジックで
は、小さな道具から大きな道具までを自分の体の一部のように扱っ
て私達生徒を驚かせてくれました。漫才は私達の学校や地域にちな
んだネタで会場全体を笑いで包んでくれました。

３－１　村　松　歩　弥　

　９月�4日の文化祭に向けて夏休みの後半から料理の試作を重ね、
お客さんに美味しいものを出せるように一生懸命頑張ってきました。
レストラン運営は想像よりも大変でしたが、お客さんたちに「美味
しかったよ」と言ってもらえて、やってきた甲斐があったと思いま
した。レストランを通し
てさらにクラスの絆を
深めることができまし
た。レストランに来てく
ださったみなさん、あり
がとうございました。

２－１　長　濵　わかな　

　今年の体育大会は、去年よりもか
なり燃えた体育大会となりました。
２年生になったということもあり、

「今年こそは優勝したい」という気持
ちが、私自身もクラスのみんなの中
にもありました。
　私は、スウェーデンリレーに出場しました。去年はけがをして出
場できず悔しい思いをしたので、今年は「勝ち」にこだわりました。
その結果、大会新記録で優勝することができました。クラスメイト
の懸命な応援の中力を出し切ることができ、とても嬉しく思いました。
　また、大縄跳びでは、練習の時はなかなか回数が伸びず�0回程度
跳べたら良い方だったにもかかわらず、当日は30回以上も跳ぶこと
ができ、クラスの団結力の強さを感じました。
　その他、いろいろな競技で私たちのクラスは好成績を上げること

ができ、総合優勝をつかむことができ
ました。クラス全員が目標に向って一
つになった時のパワーの大きさに驚き、
感動しました。この体育祭を通してク
ラスの絆をより深めることができ、最
高の思い出となりました。

種　　目 優勝者

男

子

１００ｍ ２－４　天野　颯大
２００ｍ ２－６　佐原　悠太
１５００ｍ ３－６　坂部　隼一朗（大会新）
ハンドボール投げ ２－５　浦野　元椰
１２００ｍリレー ３－６
スウェーデンリレー ２－３

女

子

１００ｍ １－１　土方　桃菜
２００ｍ １－３　西川　知沙
６００ｍ ２－１　相場　里咲（大会新）
ハンドボール投げ ３－２　伊藤　広奈
８００ｍリレー １－４
スウェーデンリレー ２－１（大会新）

団

体

むかでリレー ３－５
障害物リレー ３－８
長縄跳び ３－４
大玉送り ２年生
男子 野球部
女子 陸上競技部

総合順位
優勝 ２－１　
２位 ２－４　
３位 ３－４　

対
抗
リ
レ
ー

　「PLEASANT HOUSE」

　みんなでつかんだ１番

南　高　校

SchoolSchoolライフライフ

　文　化　祭

担当 企　画　名

� － � かめらーずわーるど
� － � VS パパラッチ祭り
� － 3 Haunted　school
� － 4 お菓子の家
� － 5 いちのごワールド
� － 6 縁日
� － 7 のりよしの館
� － � 焼き菓子バザー

ファッション展示会
� － � 忍者屋敷
� － 3 カジノ
� － 4 ミサンガ UTO
� － 5 とうじろう先生のおもしろ実験教室
� － 6 鍵のかかった教室
� － 7 ブラックボックス
3 － � PLEASANT CAFÉ

作品展
3 － � コロッケ桂子
3 － 3 大木パパのおいしい大判焼き
3 － 4 ３年４組 with C
3 － 5 ALEX'S LEMONADE STAND
3 － 6 芳野家
3 － 7 ３７アイス with B
3 － 8 フレンチフライドポテトと冷やしパイン

　文化祭企画一覧
担当 企　画　名

吹奏楽部 Performance by Minami Brass Band!
華道部 華道部展示
写真部 emotional moment 感動の瞬間
美術部 美術部展
茶道部 お茶会
文芸部 文芸冊子の配布、リレー小説
家庭部 家庭部作品展示会
演劇部 DRAMA CLUB’S SPECIAL
音楽部 Music concert
のはな プラバン、キーホルダー作り、活動報告
イラストアニメ同好会 イラスト展示、黒板アート
生徒保健委員会 Health check �0�7
自然科学委員会 しぜんかがくの　ちからって　すげー！
家庭クラブ 家庭クラブ活動報告
なかよし交流会 なかよし交流会
イギリス研修報告 研修参加者の紙上発表
歌ダンス 東三河のご当地アイドル！

ぐるめいど隊のステージイベント
写真部員 有志バンド

　文　化　講　演　会

　体　育　大　会

優勝 ２年１組　　2位 ２年４組　　3位 ３年４組

体 育 大 会 成 績

南　　高　　祭
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２－６　島　田　芽　衣　

　７月3�日の吉田方小学校での体験で得たことで、特に大きかった
のはサマースクールでの体験です。子どもに算数を教えるときに、

その子が分からない原因を見つけられればできるようになると身を

もって学び、「教える」ことは一方的でなく、子どもと一緒にする

ことなのではないかと考えました。

　子どもが分からないところを理解し、できるようになってくれた

ときの喜びは、教師になりたいなと改めて感じる大きな力になりま

した。

３-３ 山　本　安　那　 ３-１ 中　村　まりな　

　７月�3日～８月６日豊橋市
の高校生代表として派遣され、
オハイオ州のトリード大学の
寮で、タンザニアとアメリカ
の学生�5名と生活を共にしま
した。授業のほか新聞社、遊
園地や美術館訪問などで異文
化に触れ、理解し合うことの大切さを学ぶ機会となりました。

１－５　並　川　美　侑　

　私は、『キャリアデザイン論～「学ぶこと」と働くこと～』とい
う講義を受けました。講義を受けて、キャリアデザインとは理想の
自分を実現するためにどうするべきかを考えることだとわかりまし
た。私には今、実現させたい夢があります。そのために毎日の授業
や予習・復習を大切にするなど、今できることに全力で取り組んで
いこうと思いました。（8月�0日） 

地歴公民科　大　木　昌　生　

　８月�3日、３年普通科文系有志�5名が名古屋地裁豊橋支部で民事
裁判を傍聴しました。｢政治経済｣ の授業の実践として計画された
もので、当日は過労死をめぐって遺族が起こした訴訟の口頭弁論が
終日行われました。
　法廷では双方の弁護人の前に山のように資料が積み上げられ、質
問や答弁のたびに逐一確認していました。『法と証拠』によって進
められる裁判を目の当たりにし、体験学習の重要性を実感しました。

（感想３―３松井和暉）

３－３　日　高　寿　海　

　７月�3日～ 30日スプラッ
ハカフェロンドン校にホーム
ステイで短期留学しました。
不安の中での出発でしたが､
最後は英語を苦にすることは
なくなりました。バッキンガ
ム宮殿内部の見学やロンドン博物館、ハロッズデパートにも行くこ
とができ、満足感いっぱいでした。
他参加者　１－３青柳　翔子　１－５大澤那美　１－６杉浦茅尭　
　　　　　２－５柳原ひかり　２－７原﨑真護　３－１村松歩弥

　異文化に触れて

　貴重な体験

サマースクールでの経験

　ジョブシャドウイング 　アメリカ･トリード研修

　ラーニングフェスタ

　裁判所傍聴体験

ジョブシャドウィング受入事業所一覧（敬称略）
受入事業所 人数
海上保安庁 1
愛知県教育センター 3
愛知県埋蔵文化財調査センター 1
愛知県警 3
豊橋市役所（含　保健所） 15
豊橋市消防本部 5
ミナクル 4
PLAT 2
ぎょぎょランド 2
豊橋市立植田小学校 3
豊橋市立大清水小学校 3
豊橋市立野依小学校 2
豊橋市立富士見小学校 3
豊橋市立二川小学校 2
豊橋市立吉田方小学校 2
幼稚園 16
　認定こども園牛川育英幼稚園
　認定こども園二川幼稚園
　曙幼稚園
　大清水幼稚園
　悟真寺幼稚園
　豊橋旭幼稚園
　富士見台幼稚園
　たかくら幼稚園
　こばと幼稚園
蔵王こども園
豊橋市民病院 6
豊川市民病院 5
渥美病院 17
豊橋元町病院 4
愛厚　希全の里（作業療法士） 1
みやもと歯科 1
江坂歯科クリニック 1
大崎歯科医院 2
亀井歯科医院 1
いとう歯科 1
ありみつ動物病院 2

広中ケンネル 2
愛知工科大学 2
中部ファッション専門学校 1
佐鳴予備校 1
ＡＲＭＳ日本語学校 6
中部電力 ( 株 ) 豊橋営業所 1
豊橋鉄道（株） 4
大井川鐵道（株） 2
中部国際空港（株） 4
名鉄観光サービス（株） 11
蒲郡信用金庫　大清水支店 3
豊川信用金庫　大清水支店 2
清水誠治法律登記事務所 4
田原福寿園 6
ホテルアークリッシュ豊橋 7
ホリディスポーツクラブ豊橋 8
ベルアンジュール豊橋 12
サンヨネ 4
豊川堂書店 2
オリエント楽器 2
カフェ　ワルツ 1
モアシステム（株） 5

（株）ヒミカ 5
（株）ネットコム 4
（株）イトコー 7
（株）夏目デザイン 6
本多電子（株） 19
丸八製菓（株） 2
プティ　カザリス 8
Cheerful 2

（株）プライズメント 8
新城市森林組合 1
声楽家 1
林業（田貫様）
製麺業（自宅） 1
農業（自宅） 1
ジョブシャドウィング以外 17
合計 280

7月23日 デトロイト着
7月24日 トリード大学にて英語学習がスタート
7月25日 午前　英語学習
　　　　 午後　湖でのアクティビティー
7月26日 午前　英語学習
　　　　 午後　トリード市庁舎訪問
7月27日 午前　英語学習
　　　　 午後　トリード美術館鑑賞
7月28日 午前　英語学習
　　　　 午後　トリード・ブレート社（新聞社）訪問
7月29日 フランクリン・パーク・モールでショッピングと映画鑑賞
7月30日 トリード動物園見学
7月31日 午前　英語学習
　　　　 午後　大学にてスポーツを楽しむ
8月１日 シダー・ポイント（大型遊園地）見学
8月２日 英語学習
8月３日 カラ・ハリ（リゾート施設）見学
8月４日 午前　英語学習
　　　　 午後　卒業セレモニー
8月５日 デトロイト発
8月６日 帰国

７月23日（日） イギリス着
７月24日（月） 午前　オリエンテーション散策／ウェルカム・ゲーム
　　　　　　 午後　授業
　　　　　　 夜　　ウェルカム・パーティー
７月25日（火） 午前　Ｈａｒｒｏｄｓ（百貨店）で買い物
　　　　　　 午後　授業
　　　　　　 夜　　自由時間
７月26日（水） 午前　ロンドン博物館
　　　　　　 午後　授業
　　　　　　 夜　　公園でスポーツ／ホストファミリー宅で夕食
７月27日（木） 午前　バッキンガム宮殿訪問
　　　　　　 午後　授業
　　　　　　 夜　　自由時間
７月28日（金） 午前　Camden Town & Market訪問
　　　　　　 午後　授業
　　　　　　 夕方　学校でピザパーティー
７月29日（土） 午前　ロンドン発
７月30日（日） 帰国

２　年

１　年

日程

日程

普通科３年

　イ ギ リ ス 研 修
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修学旅行日程
１日目　�0月�5日(水)
　　　　豊橋駅---(新幹線)---新山口駅==秋芳洞・秋吉台==萩観光ホテル (泊)
２日目　�0月�6日㈭
　　　　ホテル==松陰神社、萩市内城下町班別研修==錦帯橋==宮島口港
　　　　　　　　　　　～宮島…厳島神社…宮島グランドホテル有もと(泊)
３日目　�0月�7日(金)
　　　　ホテル…宮島～宮島口港==被爆体験講話・平和記念資料館
　　　　　　　　　　　　…広島市内班別研修…広島駅---(新幹線)---豊橋駅

２－４　小　林　未菜実　

　この３日間、天候にも恵
まれ、とても楽しい時間
を過ごすことができました。
１日目は秋吉台と秋芳洞を
訪れました。秋吉台は自然
に囲まれた場所でとても綺
麗な景色でした。２日目は

萩市と宮島を訪れました。萩の班別分散では、砂浜に行ったり夏み
かんアイスを食べたりして、萩ならではの自然に触れることがで
きました。宮島の厳島神社は世界遺産で有名なだけあって、とても
素晴らしかったです。また、夜のホテルでは、友人とたくさん話す
ことができ、より絆が深まったのを感じました。最終日は広島市を
訪れました。初めて原爆ドームを見て、原爆の恐ろしさを改めて痛
感しました。班のみんなと食べたお好み焼きはとても美味しかった。
本当に最高の思い出となる修学旅行になりました。

３－１　小　島　　　優　

　始まり始まりー！私達は文化祭のなかよし交流会で「大きなか
ぶ」をアレンジした「大きなおいも」の劇をしました。富士見幼稚
園の園児に声で参加してもらい、大きなおいもを一緒に抜いたり遊
んだりして交流を深めまし
た。参加してくださった社
会福祉施の設彩幸の方々に
も喜んでいただけました。
授業後にも練習し、準備す
るのは大変でしたが、園児
達の笑顔や彩幸の方々の拍
手を受けて、とても嬉しか
ったです。

　なかよし交流会

２－５　三　輪　穣　矢　

　私は個人的に修学旅行のどの場所も以前行ったことがあったので
すが、バスガイドさんの分かり易い説明により多くの発見がありま
した。中国地方は秋吉台や宮島の景観、厳島神社や萩城下町といっ
た世界文化遺産などがあり、とても素晴しい場所です。また、広島
での被爆体験講話では平和について深く考えさせられる大変貴重な
機会でした。もう一度同じコースをたどり、旅行で行った所にまた
行ってみようと思います。

最高の思い出

育成コースプロジェクト主任　森　　　典　彦　

　８月８日、豊橋南高校の中学生体験入学が行われました。900名
を超える多くの中学生が参加してくれました。体育館で行われた全
体会のオープニングでは応援部が演舞を披露し、またスクールマス
コットである”みなみん”が登場し、会を大いに盛り上げました。
校長および生徒会長からの挨拶では、中学生参加者がまっすぐに視
線を送っている姿が大変印象的でした。学校紹介ではスライドショ
ーや映像を用いて、南高校の特色や日常について紹介が行われまし
た。また、来年度（平成30年度）より新設される教育コースの案内
も行われました。
　全体会終了後は、多くの中学生が部活動を見学し、活気ある南高
校の様子を実感しているようでした。また、部活見学と並行して行
われた教育コースの説明会では、本校で最も大きい教室の１つであ
る社会科教室が満員になるほどの盛況ぶりで、教育コースに対する
中学生の関心の高さがうかがえました。アンケートでは「教育に興
味がある人にとって、とても良いコースだと思いました」といった
意見や「新しく始まる入試に対応している様子が分かりとても興味
を持った」といった前向きな意見が多数見受けられました。
　会の終了後も”みんな”と写真を撮る中学生の姿や、部活動見学
で中学生と高校生が和やかにコミュニケーションをとっている姿が
多く見受けられました。夏真っ盛りの暑い一日でしたが、それ以上
に学校の熱気を感じる一日となりました。

　中学生体験入学

　平成30年度新設の教育コースにも大きな期待

たくさんの発見がありました

生徒会長　小　田　直　輝　

　私は２期にわたり生徒会役員を務めさせていただきました。その

中で生徒間のつながり、先生と生徒とのつながりが大切だと感じま

した。そこで、行事や他の活動の際に、先生や生徒との会話、話し

合いをし、意思疎通に力を

入れることで、学校全体の

まとまりを強くしていきた

いと考えています。

　日々の学校生活をよりよ

いものにするため、生徒会

役員一同、力を合わせてが

んばっていきます。半年間

よろしくお願いします。

　つながり

後期生徒会役員紹介

　修　学　旅　行

　地域の方との交流を通して

２　年 生活デザイン科

1-7 山田裕二　2-2 小田直輝　2-6 小川大登
　　（書記）　　　　（会長）　　　　（副会長）
1-2 藤井　萌　1-7 木里理乃　1-4 原有紀名
　　（会計）　　　　（会計）　　　　（書記）
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１年学年主任　藤　原　一　博

　早いものでもう２学期も終わろうとしています。２学期は行事も

多く、とても忙しい日々であったと思います。初めての南高祭では、

戸惑いながらも仲間と協力してクラス企画の準備を進める光景が見

られました。また体育大会では活躍する上級生に混ざって、１年生

が健闘する姿も見られ、とても頼もしく感じました。

　11月の類型・コース選択は、自分の将来について深く考える機会

となりました。進路について悩んでいる生徒も多数いるかと思いま

すが、大切なことは自分が決めた進路がよりよいものになるように

努力を続けていくことです。今やるべきことに全力で取り組んで下

さい。

　現在、１年生の各クラスでは、時間を待たずして朝の読書が始ま

っています。集会における集合整列の早さには、いつも驚かされま

す。しかし、集団の中であなたは自分で意識して行動していますか？

一人ひとりが、常に自分の置かれた状況を判断し主体的に行動する

ことが大切です。そして、こういう力が人生を切り拓いていくので

す。これから３学期、そして２年生のスタートに向け、君たちのさ

らなる成長を期待しています。

感や反省など、そのときに感じたことを大切にして、「次への一歩」

に活かしてください。

　年が明けるといよいよ３学期です。ここでの準備が来年度の受験

や発表、最後の大会などに大きく影響します。ひとつひとつの「自

分のなすべきこと」を考えて行動に移す時期。将来の進路を明確に

して様々なことに取り組む必要があります。

　一心不乱に歩き続け、ふと周りを見渡すと、青い空白い雲、いつ

の間にか眼下に素晴らしい景色が広がっている、そんな日々にして

いきましょう。

　さらなる成長に向けて

２学期を振り返って

部活動紹介 Part1

次号は、バドミントン部とイラストアニメ同好会を紹介します

文 芸 部　　　　　　　　　

　自分の世界を読んでいるあなたに

　部長　２－１　松　本　麗　花

　私たち、文芸部は１年生１名、２年生６名、３年生２名の少
人数で図書室横の書庫にて活動しています。年に２回自身で創
りあげた世界をもとに、創作小説を書いています。また、部員
同士で見せ合いながらより良い小説を作り上げられるよう、何
回も直したりして日々努力しています。普段は本をよんだり自
習をしたり、それぞれの
時間を過ごしています。
南高祭で皆様から頂いた
文芸冊子へのご意見を参
考に、来年も誰かの心に
響くような小説を作れる
よう、頑張っていきます。

家 庭 部　　　　　　　

　作る楽しみ、出来上がる楽しみ

　部長　２－１　阿　部　友　香

　私たち家庭部は、３年２人、２年生９人で活動してきました。
活動日は、毎週火曜日と金曜日で、場所は多目的室です。活動
内容は各自自由に好きなものを裁縫したり手芸をして、かわい
い小物などを作っています。月に１度ほど調理実習をしておい
しい料理やおやつを作り、部員みんなで試食をして楽しく活動
しています。文化祭では、作ったものを飾って展示会を開き多
くの人に見ていただきま
した。現在１年生が１人
もいません。ぜひ家庭部
に入部してください。今
は全員女子ですが、男子
も大歓迎です。

２年学年主任　鈴　木　唯　史

　夏休みは部活動やジョブシャドウイングに代表される体験的な学

習や、大学オープンキャンパスなど、忙しく過ごした人が多かった

のではないでしょうか。

　その充実した夏の後、南高祭で幕を開けた２学期。各クラスでの

展示や体育大会での２年１組の優勝など、２年生の素晴らしい活躍

を目にすることができました。また、雄大な自然に触れ、歴史や平

和に思いを馳せた修学旅行や、夏の体験的な学習のクラス内発表な

ど、自分で体験し、考え、発信する機会が多くありました。充実

　次への一歩

３年学年主任　牧　平　元　康

　２学期は南高祭から始まりました。文化祭のバザーでは慣れない

調理に苦戦しながらも楽しそうに取り組む君たちの笑顔。体育大会

では応援旗を振って熱心に仲間を応援する姿。最後の学校行事に一

生懸命取り組む君たちを見て頼もしさを感じ、成長を感じることが

できました。その後も各種検定や模試が続き、慌ただしくも充実し

た２学期だったこととと思います。（台風で模試が中断したのも前

代未聞でしたね。）

　君たちの高校生活もあとわずか、卒業まで残すところあと２か月

半となりました。生活デザイン科は最後を締めくくる卒業制作発表

が近づいています。普通科は大学入試センター試験が間近に迫って

います。それぞれの目標に向けてみんな懸命に努力していると思い

ます。一生懸命であればあるほど、時には不安になったり目標を見

失ったりすることもあるでしょう。しかし最後まで自分の可能性を

信じてください。何よりも大切なのは困難に立ち向かい挑戦する気

持ち、何事もあきらめない粘り強さです。それは君たちの今後の人

生のための大きな財産になることでしょう。高校生活の集大成に向

けて大切な仲間とともに充実した２か月にしてください。

　最後まで粘り強く
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■バドミントン

・女子
　女子団体
　　１回戦　本校３－１桜丘
　　２回戦　本校３－０岩津
　　３回戦　本校１―３成章
　女子ダブルス
　　柴田・加藤ペア　　　　　　　　　　ベスト3�
　　村松・鈴木ペア　　　　　　　　　　ベスト3�
　　高岡・山田ペア　　　　　　　　　　ベスト64
　　金子・佐久間ペア　　　　　　　　　ベスト64
　女子シングルス
　　柴田侑香　　　　　　　　　　　　　ベスト64
　　村松芽依　　　　　　　　　　　　　ベスト64

■水泳

・男子
　県大会
　　�00ｍ個人メドレー　　松井良樹
　　400ｍ個人メドレー　　松井良樹
　　400ｍメドレーリレー
　　400ｍフリーリレー
　　800ｍフリーリレー
　　　　　　　　　　　　　　　　以上　予選敗退
・女子
　　�00ｍバタフライ　　　関根歩海
　　�00ｍバタフライ　　　関根歩海
　　　50ｍ自由形　　　　　林夏海
　　�00ｍ自由形　　　　　林夏海
　リレー種目
　　400ｍメドレーリレー
　　400ｍフリーリレー
　　　　　　　　　　　　　　　　以上　予選敗退

■陸上競技

・男子
　　400mH　　　　川口拓人　　　　　予選７位
　　三段跳　　　　坂田聖児　　　　　　予選�6位
・女子
　　800m　　　　　相場里咲 　　　　　決勝８位
　　400mH　　　　前澤柚美子　　　　　予選５位

■陸上競技部

・男子
　　�00m　　 　天野颯大　　　　　　　決勝８位
　　�00m　　　　定盛匡哉　　　　　　　決勝２位
　　　　　　　　天野颯大　　　　　　　決勝６位
　　400m　　　　定盛匡哉　　　　　　　決勝４位
　　�500m　　　 柴田翔太　　　　　　　決勝��位
　　5000m　　　 柴田翔太　　　　　　　決勝５位
　　��0mH　　　立本琉泉  　　　　　　 決勝４位
　　　　　　　　小川翔平　　　　　　　決勝５位
　　400mH　　 　小川翔平　　　　　　　決勝５位
　　　　　　　　立本琉泉　　　　　　　  　決勝
　　4×�00mR　 長尾康平・定盛匡哉
　　　　　　　　佐原悠太・立本琉泉　　決勝６位
　　4×400mR　 小川翔平・天野颯大
　　　　　　　　長尾康平・定盛匡哉　　決勝７位 
　　走高跳　　　細川大地　　　　　　　決勝優勝                  
　　　　　　　　加藤悠河　　　　　　　決勝５位
　　　　　　　６位以上と4×400mRは県大会出場

　　　男子総合　　　　　　　　　　　５位　�7点
　　　トラック　　　　　　　　　　　４位　�0点
　　　フィールド　　　　　　　　　　　　　７点
・女子
　　�00m　　　　 村田綾香　　　　　　決勝２位
　　　　　　　　　土方桃菜　　　　　　決勝４位
　　�00m　　　　 村田綾香　　　　　　決勝優勝
　　　　　　　　　西川知沙　　　　　　決勝３位
　　　　　　　　　鈴木晴菜　　　　　　決勝４位
　　400m　　　　 相場里咲　　決勝優勝　大会新
　　　　　　　　　鈴木晴菜　　　　　　決勝３位
　　　　　　　　　長濱わかな　　　　　決勝６位
　　800m　　　　 相場里咲　　決勝優勝　大会新
　　　　　　　　　松井夢奈　　　　　　決勝２位
　　　　　　　　　田中怜奈　　　　　　決勝３位
　　�500m　　　　山口奈緒子　　　　　決勝３位
　　　　　　　　　都築恵実　　　　　　決勝６位
　　　　　　　　　鈴木彩賀　　　　　　決勝��位
　　3000m　　　　山口奈緒子　　　　　決勝３位
　　�00mH　　　　西川知沙　　決勝優勝　大会新
　　　　　　　　　大谷采未   　　　　　決勝４位
　　400mH　　　　大谷采未　　　　　　決勝３位
　　4×�00mR  　 西川知沙・土方桃菜
　　　　　　　　　鈴木晴菜・村田綾香　決勝優勝
　　4×400mR 　　西川知沙・村田綾香
　　　　　　　　　鈴木晴菜・相場里咲
　　　　　　　　　　　　　　　決勝優勝　大会新
　　走幅跳　　　　竹下亜美　　　　　　決勝４位
　　三段跳　　　　竹下亜美　　決勝優勝　大会新
　　砲丸投　　　　髙栁　萌　　　　　　決勝優勝
　　ハンマー投　　髙栁　萌　　　　　　決勝優勝
　　　　　　　　　　　　　６位以上が県大会出場

　　　　　　　　　　　　　女子総合　優勝�0�点
　　　　　　　　　　　　　　トラック　優勝8�点
　　　　　　　　　　　　　　フィールド３位��点
■卓球

・男子
　　団体　２回戦　本校１－３時習館　
■テニス

・男子
　　団体　１回戦　本校２－３三谷水産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回戦敗退
・女子
　　団体　１回戦　本校２－３小坂井
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回戦敗退
　　個人
　　シングルス　ブロックベスト４　
　　　　　　　　　大塚麻以
　　ダブルス　　ブロックベスト４
　　　　　　　　　大塚麻以・榛葉かのん
■剣道

・男子
　　個人　　　　　吉野和樹　　　　　３回戦敗退
　　団体　予選リーグ　本校２－２豊丘
　　　　　　　　　　　（本数３－２）
　　　　　　　　　　　本校２－２成章
　　　　　　　　　　　（本数３－２）
　　　　　　　　　　　　　　　　２次リーグ進出
　　２次リーグ　　　　本校０－４桜丘
　　　　　　　　　　　本校２－３小坂井
　　　　　　　　　　　　　　　　　第５位　個人
・女子
　　団体　予選リーグ　本校０－４藤ノ花
　　　　　　　　　　　本校０－５桜丘
　　　　　　　　　　　　本校２－２成章
　　　　　　　　　　　　（本数５－３）
　　　　　　　　　　　　　　　　予選リーグ敗退

■水泳

・男子
　　�00ｍ背泳ぎ　 去来川睦久
　　�00ｍ自由形　 小久保佳斗
　　�00ｍ自由形　 金子昂樹
　　�00ｍ自由形　 古川竜也
　　�00ｍ平泳ぎ　 石川遥登
　　�00ｍ自由形　 野口海斗
　　男子400mﾌﾘｰﾘﾚｰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　県大会出場
・女子
　　�00ｍバタフライ　関根歩海
　　�00ｍ個人メドレー　花井美希
　　�00ｍ平泳ぎ　 小林未菜実
　　�00ｍ背泳ぎ　 柳原ひかり
　　�00ｍ自由形　 角谷南美
　　50ｍ自由形　　三原みなみ
　　50ｍ自由形　　林夏海
　　女子400mﾌﾘｰﾘﾚｰ
　　女子400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　県大会出場

■バドミントン

・男子
　　団体　　本校　３－０　豊田工
　　　　　　本校　０－３　海陽学園
　　ダブルス　
　　　　　　伊藤瑛・鈴木颯人組　　　　ベスト3�

　　シングルス
　　　　　　伊藤瑛、鈴木颯人　ベスト64
・女子
　　団体　　本校　３－１　岡崎学園
　　　　　　本校　３－１　知立東
　　　　　　本校　０－３　安城学園
　　　　　　本校　３－２　豊田東
　　　　　　本校　３－２　蒲郡　（県大会出場）
　　ダブルス
　　　　　　鈴木・佐久間ペア　　　　　ベスト�6
　　　　　　　　　　　　　　　　（県大会出場）
　　シングルス　　鈴木優希　　　　　　ベスト3�
　　　　　　　　　太田莉歩、佐久間桜来、
　　　　　　　　　北谷萌、白石愛香　　ベスト64
■柔道

・男子
　団体　１回戦　本校　－０　豊川工業　２人残し

■陸上競技

・男子
　　走高跳　　　　細川大地　　　　　　決勝８位
・女子
　　�00m　　　　 村田綾香　　　　　　決勝６位
　　　　　　　　　　　　　　　（東海大会出場）
　　400m　　　　 相場里咲　　　　　　決勝４位
　　　　　　　　　　　　　　　（東海大会出場）
　　800m　　　　 相場里咲　　　　　　決勝優勝
　　　　　　　　　　　　　　　（東海大会出場）
　　�00mH　　　　西川知沙　　　　　　決勝優勝

（東海大会出場）
　　4×�00mR　　 西川知沙・土方桃菜
　　　　　　　　　鈴木晴菜・村田綾香　決勝５位

（東海大会出場）
　　砲丸投　　　　高柳　萌　　　　　　決勝５位

（東海大会出場）
　　　　　　　　　　　　　　　女子総合５位�0点
　　　　　　　　　　　　　　　トラック３位�8点
■バドミントン

・女子
　団体　　　本校　０－３　名経大市邨
　ダブルス　鈴木・佐久間ペア　
　　　　　　　　　　　　　三回戦敗退　ベスト�6

■陸上競技

第20回東海高等学校新人陸上競技選手権大会

・女子
　　�00m　　　　 村田綾香　　　　　　決勝７位
　　800m　　　　 相場里咲　　　　　　決勝優勝
　　�00mH　　　　西川知沙　　　　　　決勝２位
　　4×�00mR　　 西川知沙・土方桃菜
　　　　　　　　　鈴木晴菜・村田綾香　決勝６位
Ｕ18・Ｕ20日本陸上競技選手権大会

・女子
　　800m  　　　　相場里咲　　　　　　予選４位
　　�00mH　　　　西川知沙　　　　　　準決６位

部 活 動 結 果

第71回愛知県高等学校総合体育大会
東三河支部予選会（追記）

平成29年度愛知県高等学校新人体育大会

相場里咲さん

　平成29年度全国高等学校総合体育大会

（はばたけ世界へ　南東北総体2017）の

陸上競技が山形県天童市のNDソフトスタ

ジアム山形で行われ、２－１の相場里咲

さんが女子800ｍ

に出場しました。

予選、決勝と懸命

な走りをみせ見事

８位に入賞しまし

た。おめでとうご

ざいます。

（7月31日、8月1日）

祝 インターハイ８位入賞 祝 国体５位入賞

入賞おめでとう入賞おめでとう

第71回愛知県高等学校総合体育大会

平成29年度全国高等学校総合体育大会

平成29年度愛知県高等学校新人体育大会
東三河支部予選会

平成29年度東海高等学校新人大会

熊谷　涼さん

　第72回国民体育大会（愛顔つなぐえひ

め国体）のボウリング競技が愛媛県松山

市のキスケボウルで行われ、少年男子の

部愛知県代表として２―６の熊谷涼さん

が出場しました。２人組で競技が行われ

る団体戦に出場し、見事５位に入賞しま

した。本校にはボウリング部はありませ

んが、日頃より豊橋市の岩屋キャノンボ

ウルで練習を重ねた成

果が見事に発揮され今

回のすばらしい結果に

つながりました。おめ

でとうございます。

（10月２日～４日）
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■ハンドボール
愛知県高等学校ハンドボール選手権大会東三河支部予選会
・男子
　１回戦　　　　　　本校　�4－�8　桜丘
　２回戦　　　　　　本校　��－４ 　黄柳野
　決勝トーナメント　本校　�8－�4　時習館
　　　　　　　　　　本校　�6－７ 　豊橋工業
　　　　　　　　　　本校　�8－��　桜丘
　　　　　　　　　　　　　　準優勝　県大会出場
・女子
　１回戦　　　　　　本校　�4－��　豊丘
　２回戦　　　　　　本校　�3－��　豊橋西
　決勝トーナメント　本校　�9－�3　桜丘
　　　　　　　　　　本校　��－９ 　蒲郡
　　　　　　　　　　本校　�9－�8　国府
　　　　　　　　　　　　　　　優勝　県大会出場
愛知県高等学校ハンドボール選手権大会
・男子
　１回戦　　　　　　本校　�4－�4　豊田南
　２回戦　　　　　　本校　��－30　愛知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト�6
・女子
　１回戦　　　　　　本校　��－�9　木曽川
　２回戦　　　　　　本校　�8－��　東邦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト�6
東三河高等学校ハンドボール選手権大会
・男子
　１回戦　　　　　　本校　��－��　豊橋東
　２回戦　　　　　　本校　�9－８ 　国府
決勝トーナメント　　本校　�8－��　蒲郡東
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト４
・女子
　１回戦　　　　　　本校　�8－��　豊丘
　決勝トーナメント　本校　�0－��　蒲郡東
■バレーボール
愛知県高校バレーボール選手権大会東三河支部予選会
・男子　　　本校０－２豊橋東
・女子　　　本校０－２蒲郡
全日本高校バレーボール選手権大会東三河支部予選会
・男子　　　本校２－０豊橋西
　　　　　　本校０－２豊橋工業
・女子　　　本校２－１渥美農業
　　　　　　本校０－２豊丘
■陸上競技　　　　　
第77回愛知陸上競技選手権大会
・男子
　　�00m　　　　 定盛匡哉　　　　　　予選６位
　　400m  　　　　定盛匡哉　　　　　　予選４位
　　800m　　　　 柴田翔太　　　　　　予選８位
　　��0mH　　　　立本琉泉　　　　　　準決８位
　　　　　　　　　小川翔平　　　　　　予選４位
　　400mH　　　　川口拓人　　　　　　予選３位
　　走高跳　　　　細川大地　　　　　　決勝�9位
　　　　　　　　　加藤悠河　　　　決勝　記録無
　　三段跳　　　　坂田聖児　　　　　　決勝�5位
　　　　　　　　　細川大地　　　　決勝　記録無
・女子
　　�00m　　　　　村田綾香　　　　　　準決７位
　　�00m　　　　　村田綾香　　　　　　準決６位
　　　　　　　　　西川知沙　　　　　　予選５位
　　400m　　　　　鈴木晴菜　　　　　　準決６位
　　　　　　　　　田中伶奈　　　　　　予選６位
　　800m　　　　　相場里咲　　　　　　　　決勝
　　　　　　　　　松井夢菜　　　　　　予選５位
　　　　　　　　　田中伶奈　　　　　　予選６位
　　�500m　　　　山口奈緒子　　　　　予選��位
　　�00mH　　　　西川知沙　　　　　　準決５位
　　　　　　　　　大谷采未　　　　　　予選６位
　　400mH　　　　前澤柚美子　　　　　予選２位
　　　　　　　　　大谷采未　　　　　　予選５位
　　走幅跳　　　　竹下亜美　　　　　　決勝30位
　　三段跳　　　　竹下亜美　　　　　　決勝�9位
　　砲丸投　　　　髙栁　萌　　　　　　決勝��位
第19回高等学校東三河一年生陸上競技大会
・男子
　　800m　　　　 桑原　陸　　　　　　決勝２位
　　　　　　　　　藤原太陽　　　　　　決勝５位
　　　　　　　　　村田蒼太　　　　　　決勝６位
　　3000m　　　　柴田翔太　　　　　　決勝４位
　　��0mJH　　　 立本琉泉　　　　　　決勝３位
　　　　　　　　　小川翔平　　　　　　決勝４位
　　走高跳　　　　加藤悠河　　　　　　決勝２位
・女子
　　�00m　　　　 土方桃菜　　　　　　決勝優勝
　　�00m　　　　　土方桃菜　　　　　　決勝優勝
　　　　　　　　　西川知沙　　　　　　決勝２位
　　800m　　　　　松井夢菜　　　　　　決勝優勝
　　　　　　　　　田中怜奈　　　　　　決勝３位
　　�500m　　　　山口奈緒子　　　　　決勝優勝
　　�00mYH　　　西川知沙　　　　　　決勝優勝                  
　　　　　　　　　大谷采未　　　　　　決勝３位
　　走高跳　　　　東　歩実　　　　　　決勝３位
　　やり投　　　　東　歩実　　　　　　決勝４位
第34回東三河陸上競技選手権
・男子
　　400m　　　　　定盛匡哉　　　　　　決勝２位
　　��0mH　　　　小川翔平　　　　　　決勝３位
　　4×�00mR　　 佐原悠太・定盛匡哉
　　　　　　　　　小川翔平・天野颯大　決勝５位
　　4×400mＲ　　小川翔平・天野颯大
　　　　　　　　　佐原悠太・定盛匡哉　決勝８位
　　走高跳　　　　細川大地　　　　　　決勝優勝
・女子
　　�00m　　　　　村田綾香　　　　　　決勝優勝
　　　　　　　　　鈴木晴菜　　　　　　決勝４位
　　　　　　　　　土方桃菜　　　　　　決勝７位
　　400m　　　　　原田莉々子　　　　　決勝３位
　　　　　　　　　米重美紅　　　　　　決勝４位
　　　　　　　　　田中怜奈　　　　　　決勝６位
　　　　　　　　　鈴木晴菜　　　　　　　　決勝
　　800m　　　　　松井夢奈　　　　　　決勝４位
　　　　　　　　　田中怜奈　　　　　　決勝８位
　　�00mH　　　　大谷采未　　　　　　決勝３位

　　4×�00mR  　　原田莉々子・土方桃菜
　　　　　　　　　鈴木晴菜・村田綾香　決勝優勝
　　4×400mR　　 長濱わかな・大谷采未
　　　　　　　　　松井夢菜・田中怜奈　決勝２位
　　走幅跳　　　　竹下亜美　　　　　　決勝３位
　　砲丸投　　　　髙栁　萌　　　　　　決勝優勝
第37回日本海駅伝
・男子
　　区間　　　　　　氏名　　順位（区）順位（総合）
　　１区（�0.0km） 坂部隼一朗 44位 44位
　　２区（3.0km）　桑原　陸　77位5�位
　　３区（8.�075km）柴田翔太 ��9位 95位
　　４区（8.0875km）前田　純　�00位　98位
　　５区（3.0km） 真木千遼　�00位 98位
　　６区（5.0ｋｍ） 藤原太陽 �03位 96位
　　７区（5.0km） 横田俊隆 ���位 98位　

　総合98位（��3チーム中）
県高校駅伝大会
・男子
　　１区　坂部隼一朗
　　２区　桑原　　陸　　　　
　　３区　柴田　翔太
　　４区　前田　　純　
　　５区　真木千遼
　　６区　藤原太陽　
　　７区　横田俊隆　　　　第�0位（83チーム中）
・女子
　　１区　山口奈緒子　
　　２区　都築恵実
　　３区　相場里咲
　　４区　佐々木夢歩
　　５区　鈴木彩賀　　　　　第�5位（59チーム）
■バスケットボール
平成29年度東三河支部バスケットボール競技夏季選手権大会
・男子
　　予選リーグ　　本校54－66成章
　　　　　　　　　本校3�－�06桜丘
・女子
　　予選リーグ　　本校�4－55豊橋東
　　　　　　　　　本校35－65蒲郡東
第48回全国高等学校選抜優勝大会愛知県大会（ALL AICHI）
・男子
　１次トーナメント　１回戦　本校�79－4�誉
　　　　　　　　　　２回戦　本校5�－70一宮興道
・女子
　１次トーナメント　１回戦　本校�6－9�岩倉総合
■サッカー　　　　
平成29年度東三河支部大会
　２回戦　　　本校３－０三谷水産
　３回戦　　　本校０－２豊川　
愛知県高校サッカー選手権大会東三河予選
　２回戦　　　本校８－０新城東
　代表決定戦　本校０－��豊川　
平成29年度U-18愛知県東三河地区リーグ
　本校０－１豊橋東
　本校１－４小坂井
　本校０－４国　府
　本校０－１豊川工業
　本校０－４時習館
　本校２－２豊橋商業
　本校１－０桜　丘
　本校０－７蒲郡
　本校０－４豊橋工業　１部リーグ　第�0位　
■水泳
東三河高等学校水泳選手権大会
・男子
　　�00m自由形　 古川竜也　　　　　　　第２位
　　50m平泳ぎ　　石川遥登　　　　　　　第３位
・女子
　　�00mバタフライ　関根歩海　　　　　　　第３位
　　50mバタフライ　関根歩海　　　　　　　第３位
　　�00m自由形　 林　夏海　　　　　　　第２位
　　 50m自由形　　林　夏海　　　　　　　第２位
■野球　　　　
第99回全国高等学校野球選手権　愛知大会
　一回戦　本校　０－�0　名経大市邨
第36回豊橋市内高校野球トーナメント大会
　一回戦　本校　２－６　時習館　
秋季東三河高校野球大会
【一次リーグ】本校　３－２　国府
　　　　　　　本校　１－９　豊川
　　　　　　　本校　�6－０　豊丘

　　　　　　　本校　５－７　豊川工業
　　　　　　　　　　　　２勝２敗　第３位　通過
【２次トーナメント】
　　一回戦　本校　７－４　小坂井〔5位決定戦〕
　　　　　　本校　７－４　時習館〔7位決定戦〕
　　　　　　本校　６－９　成章　　　　　第８位
第135回中日旗争奪全三河高校野球大会
　　一回戦　本校　１－７　豊田
■弓道
平成29年度県下各支部高等学校弓道選手権東三大会
・女子　　　　　　髙梨陽香　東三河女子個人優勝
平成29年度豊橋市民スポーツ祭弓道大会
・男子　　　　　　福井　颯　　　　男子個人４位
・女子　　　　　　大内唯紗　　　　女子個人２位
　　　　　　　　　鈴木じゅら　　　女子個人４位
平成29年度高校選手権兼全国・東海高校弓道選抜大会東三河支部予選会
・女子
　　女子団体Ａ　　髙梨陽香　　大内唯紗　
　　　　　　　　　山本優里加　　県大会出場決定
　　　　　　　　　山本優里加　山本恵璃
　　　　　　　　　　　　女子個人県大会出場決定
　　　　　　　　　山本恵璃　東三河女子個人３位
平成29年度高校選手権兼全国・東海高校弓道選抜大会県大会
・女子
　　女子団体Ａ　２日目進出できず。
　　山本恵璃　　　女子個人県３位にて２日目進出
　　山本恵璃　　　　　　　　女子個人県７位決定
■柔道
東三河高等学校体重別柔道大会
　個人　�00kg超級　増山慶吾　　　　　　　２位

■吹奏楽
平成29年度愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会
Ａ編成の部　課題曲Ⅰ
　　　　　　自由曲 バレエ音楽「ドン・キホーテ」より
         　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀賞
■写真
とよはし市議会だより　UP！
　　　　�0�7年５月１日　発行号（第308号）表紙
　　　　　　　　　　　　撮影者　３年　木藤　怜
平成29年度アートフェスタ
―愛知県高等学校総合文化祭―
　　　　出品　伊藤優花「グラン・ジュテ～飛躍」
　　　　　生徒実行委員　２年小池彩夏、羽田京未
　　　　　　撮影係　２年　戸田明香里、赤坂詩織
第71回　愛知県高校総体写真作品コンクール
　　　　　　　　　　　最優秀賞　３年　木藤　怜
豊橋市愛市憲章　第１回フォト＆メッセージコンテスト
　優秀賞　　２年　羽田京未「浪漫」
　入　選　　１年　疋田詩歩「よいしょ」
日本写真芸術専門学校「第４回高校生フォトグランプリ」
　入　選　　２年　小池彩夏「明日もがんばろう。」
日本工学院「第８回高校生デジタルフォトコンテスト」
　入　選　　２年　小池彩夏「届け、エール」
■演劇　　　
中部日本高等学校校演劇大会愛知県大会東三河地区の部
「雛鳥の頃」上演　穂の国とよはし芸術劇場
文化祭
「追試とバナナ」「Sushi」
「ギロンの主役は我々だ」上演　本校体育館
公　演
「食欲のないおはなし」上演　豊橋市中央図書館

牛乳・乳製品利用料理コンクール（愛知県牛乳普及協会）
　優秀賞　　３年　荻原由衣
　　　　　　１年　新美千紘　
第７回もっと噛んで歯ッピーレシピコンテスト（愛知県歯科医師会主催）
　地産地消部門金賞　�年　米重美紅
第10回「おいしい笑顔！野菜レシピコンテスト」（愛知文教女子短期大学主催）
　栄養士会賞３年　荻原由衣
　入賞　　　２年　都築恵実
　佳作　　　２年　木村凪沙
　　〃　　　２年　米重美紅
　　　　　　　　　　　
第１回おもちゃコンテスト（浦和大学）
　優秀賞　　３年　足立友里子　　　　
第６回お弁当甲子園（鎌倉女子大学）
　入　選　　３年　加藤由里香　　　
東栄町鶏の市チキングルメレシピコンテスト（東栄町）
　銀　賞　　２年　石倉　香穂　　　　　　

部活動紹介 Part2

文化部・同好会の活動

柔 道 部　　　　　　　

　心　技　体

　部長　２－６　朝　倉　拓　己　
　私たち柔道部は、３年生３人、２年生１人、１年生３人という少人数で活動して
います。少人数ですが、キャプテンを中心に一人ひとりが声を出し士気を高めなが
ら県大会を目指し日々努力をしています。
柔道にはけががつきものですが、「自他共
栄」の精神の下、お互いけがをしないよう
に常に相手のことを思いやりながら技を磨
き大会での勝利を目指しています。
　高校から始める者も多く、柔道や武道の
経験のない人でも興味を持ったら是非武道
場に来てください。

生活デザイン科の活動

運動・その他の大会


