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●建学の精神：教育は愛なり ●教育方針：常に神と共に歩み社会に奉仕する

学校祭

クラスマッ
チ

修学旅行

11月中旬の肌寒くなってきた中でのクラスマッチでしたが、
寒さを吹き飛ばすほどの熱戦が各種目で繰り広げられました！

ソフトボール 優勝 サッカー 優勝

ソフトバレーボール 優勝 オセロ 優勝

2年10組　舛田 海祐  ［大塚中学校出身］
　今回のクラスマッチを通じて団結することの
大切さを感じました。自分を含め野球部が多かっ
たので、絶対に優勝するぞという気持ちで臨み
ました。最初はみんな球を打とうとし過ぎて点が
あまり入らず苦戦しましたが、次につなぐという
気持ちで団結したことで優勝することができま
した。

2年7組　佐々木 悠気  ［長束中学校出身］
　僕たち7組は優勝と合わせて全試合無失点という成
績を達成することができました。チーム全員がサッカー
が上手だったので頼もしかったです。そしてクラスメイト
の川崎くん（監督）の的確な指示にも助けられました。

2年8組　松尾 有海  ［五日市中学校出身］
　担任の先生からの期待に有言実行で応えることができました。1番緊張した
試合は初戦の5組戦です。3セット目のデュースの時には、負けたらどうしようと

いう気持ちでいっぱいでした。勝った時には嬉し
い気持ちとよかったという安心感からみんな涙
が止まりませんでした。失敗しても支え合う気持
ちとクラスの男子も応援しに来てくれた事が優
勝に繋がったのだと思います。

2年3組　森好 真仁  ［東原中学校出身］
　僕はオセロの主将を務めました。昨年も主将を
務めて優勝していたので見事に連覇を果たすこ
とができました。今年も昨年もチームに恵まれ勝
ち上がりましたが、来年は分かりません。けれど
も、三連覇を目指してオセロに出場したいです。
今年は一敗してしまったので、来年は無敗で優勝
できればいいなと考えています。
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3年生

2年生

1年生

～驚愕の男女共学一期生へ～

卒業おめでとう
～覚えていますか？ 3年間の歩み～

ることば祝
卒業

いま、旅立つ君への式辞

山口 健治広島工業大学高等学校 校長 

　3年生の皆さん、この度はご卒業誠におめでとうございます。
　また、保護者の皆様、お子様の新しい門出を心よりお祝い申し上
げます。在学中は、本校学校行事やＰＴＡ活動等の教育活動に対
し、並 な々らぬご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　平成29年4月8日、皆さんは、本日学園参与としてご列席いただい
ている玉田前校長の入学許可宣言により、規格外の人数の新入
生となりました。
　本校38年ぶりの男女共学再開は、まさに広島県の教育界を驚
愕させました。
　保護者席が全然足りなくて、教職員は全員立ったままだった入学
式を覚えていますか？
　チャコールグレーのスーツタイプの制服を身に纏った皆さんは、そ
れまでの新入生よりも随分と大人びて見えました。
　私たち教職員は、初めて経験する男女共学に、大きな期待と喜び
を持って皆さんを向かえましたが、反面、女子生徒を指導できるだろ
うかという不安もありました。
　しかし、そんな私たちの思いを他所に、皆さんは、本当に元気よくの
びのびと高校生活を送ってくれました。
　特に女子は元気でした。
　一期生で先輩がいないので、何年も前から入学しているかのよう
な存在感でした。
　そして、この3年間には、たくさんの工大高校「初」がありました。
　入学してすぐに、日本文化部の男子ペアが花活けバトルで全国
大会に出場しました。
　体育祭で女子の集団演技に、感動しました。また、伝統種目「工
大高校№1」に女子生徒が出場し6位入賞しました。
　美術工芸部の女子が、「倉魂！高校生コミックイラストコンクール
2017」で、2作品入選しました。
　女子の生徒会長が誕生しました。
　ダンス部が第10回全国高等学校ダンスドリル冬季大会で3位に
入賞しました。
　卓球部女子が、団体で中国大会に出場しました。
　柔道部女子が全国大会に出場しました。
　陸上部がインターハイに男女12人も出場しました。
　ボート部男子が団体種目クゥオドルプルで全国大会を決めました。
　英語検定準1級に男女が2人合格しました。
　広島工業大学に初めて女子が合格し、入学することになりました。
　ビブリオバトルで、男子が全国大会に出場しました。
　国公立大学の推薦入試で初の二桁合格を果たしました。
　規格外で入学した皆さんは、ほんとうに良い意味での規格外でし
た。想定外の嬉しい結果報告の連続に、私たちはその都度歓喜し、学
校は沸き立ち、多くの感動、喜び、教育の可能性と自信をもらいました。

　そんな共学1期生の皆さんに、私がお願いしたい事があります。
　それは、人生に「幸せのアンテナを張る」ということです。
　日常生活の些細なできごとの中に、幸せを感じる感性を育むことです。
　通学する途中に見つけた、道端のタンポポに温かな春を思う気持ち
を持てる人と、気付かずに踏みつけていく人とでは、人生の楽しみ方は
大きく違います。人生のあらゆるイベントや出来事で、あなたは多くの幸せ
やチャンスと出会います。アンテナを持たない人は、すぐ隣に幸せが来て
いても残念ながら見過ごしてしまいます。
　幸せのアンテナを張り、感じ取る感性を育む人になってください。
　今、まさに皆さんの後ろや上から注がれている、一人ひとりを見つめる
温かい視線に感動できていますか？18年間を振り返り、幼少の皆さんと
今を重ね合わせ、ビデオを撮られていることに想像力を働かせ幸せを感
じていますか？
　その想像力や感謝を素直に感じられる「幸せのアンテナを張る」事は
未来への財産です。
　「努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る」
　昭和の文豪井上靖はこう語りました。
　これから私たちと皆さんが作る社会はきっと良い社会になります。
　努力し希望を語り、その先にある幸せを感じられる人になってください。
　工大高校は発展途上の学校です。まだまだ未熟で、皆さんの期待に
応えられなかったこともあったかもしれません。しかし、本校はこれからも成
長し続けます。
　将来、あなたたちが、お腹を痛めて生んだ子どもたちに「あれが私の卒
業した高校よ。お母さん凄いでしょ！」と言えるように。
　君たちが一生懸命育てた子どもたちに「俺の母校へ行け、あの先生
がいるんだ」と、言ってもらえるように。
　日本の社長TVというインターネットの動画サイトがあります。そこには、
世界に想いを発信する日本のリーダー1,500人のメッセージがあります。
その中で、本日学園代表として、この後ご祝辞をいただく鶴総長が、鶴
学園の教育についてこのように語られています。
　「1つの理想としては、本学園の卒業生が親となった時に、自分の子
どもを本学園に通わせたいと思ってくれることです。本学園の教育が自分
の役に立っており、助かっているので、自分の子どもも本学園で学ばせた
いと思ってもらえる教育をすることが、1つの理想なのです。ご両親は自分
が在学していた時の教育が良かったと思っています。ですから入学させ
る子どもには、当時のご両親が受けていた教育よりも、もっと良い教育を
提供しなくてはいけないと思っています」
　この気持ちで私たちは「教育は愛なり」の具現化に努めます。
　ですから皆さんも、「さすが工大高校の卒業生だ」と言われる学生、社
会人となれるよう努力して希望を語ってください。学校も卒業生も成長
し、みんなで工大高校のブランド力を上げましょう。
　最後になりますが、保護者の皆様、このような素晴らしい生徒たちとの
出会いを頂いたこと、教職員一同感謝申し上げます。

卒業おめでとう

2020 Congratulations on your graduation

Congratulations

2020

たくさんの希望を胸にのぞんだ

緊張の入学式

学校をとびだして

体験学習！

みんながひとつになった

クラスマッチ

3年間で一番

忘れられない思い出！

修学旅行

異国の文化とふれあう

海外への修学旅行

夢にむかって励んだ勉学も

素敵な思い出

クラス全員で

創り上げた学校祭

貴重な体験ができた

オリエンテーション合宿

令和2年3月1日
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2020 Congratulations on your graduation

2020
Congratulations

on your graduation

矢舗 優人生徒会長 （己斐中学校出身）

冨山 拓矢 先生3年8組 担任
　卒業おめでとうございます。人生は一度きり。
学びと挑戦と成長を繰り返し、後悔のない人生
を送ってください。

大西 佳代 先生3年9組 担任
　卒業おめでとうございます。自分の幸せは自
分が決める。誰もあなたの幸せを決めてくれま
せん。自分が納得できる道を進んでください。
流れる水は腐らず。常に行動あるのみ。今後の
活躍を祈念します。

岩崎 喬 先生3年10組 担任
　ご卒業おめでとうございます。皆さんは工大高校と
いう一種の社会の中で「凡事徹底」を求められ、その
精神を自分のものにして卒業することと思います。こ
れから進んでいく社会は工大高校とは比べものにな
らないほどの、自由や可能性が広がっていると同時に
求められるもののレベルが上がっていきます。辛い

時、苦しい時、高校時代の仲間のことを思い出してください。きっと他のみんな
も辛く、苦しいのだと思います。友だちに連絡し、時には会い、思い出話などを
してみてください。明日への活力になるはずです。皆さんの夢の実現を心より
祈っています。

垣鍔 拓史 先生3年11組 担任
　何かに突き当たると、「水は逆らうことなく流
れを変えます。」行く手を遮るものがない時で
も水はさまざまに回り道をします。「わたしたち
を構成する」一番多くの要素が「水であること
を考えるなら」わたしたちにも同じ性質が「備

わっているはずです。」みんなに幸あれ！

八百野 真人 先生3年12組 担任
　ご卒業おめでとうございます。はじめて担任
として生徒を送り出すこととなり、３年間のいろ
いろな思い出がよみがえりました。楽しいこと
悲しいこと、様々なことがこの３年間ありまし
た。粘り強く時にしなやかに物事に対応できる

ようになったのではないでしょうか。これからも成長し続けていってく
ださい。

山口 明宏 先生3年13組 担任
　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
皆さんが入学して、3年が経とうとしています。私
にとってのこの3年間は、大きな変化を伴う3年間
でした。その原因は、共学化と生徒数の多さです。
今までやってきたことを変化させ、柔軟に対応しな

ければいけない場面が多くありました。しかし、その変化が教員としての
自分を成長させてくれたと思っています。皆さんが次のステージに進むと
き、生活環境や人間関係など様々な変化を伴うと思います。工大高校で3
年間を過ごした皆さんであればその変化に対応し、成長につなげられる
と確信しています。今後は、卒業生として学校に来てください。成長した皆
さんに会える日を楽しみにしています。

井上 大智 先生3年14組 担任
　卒業おめでとうございます。にぎやかで元気
過ぎる皆さんと、怒涛の３年間でした。皆さんと
の学校生活は、教員として学び多きものだった
と感じます。「どうにかしてなんとかする」将来
いつかどこかで挫折を味わおうとも、逃げずに

這い上がる強さをこれからも養ってほしいと思います。笑顔で、一生
懸命に、頑張ってください。

　3年生の皆さんご卒業おめでとうございます。先
輩方との思い出を振り返ってみるといつも人数の
多さとパワーに驚き、行事にも一生懸命に取り組
んでいた姿を思い出します。そのおかげで工大高
が活気がある学校になり、後輩である私たちも楽

しく学校生活を送ることができました。これからは私たちが先輩を受け継
いで、工大高を盛り上げていきたいと思います。最後になりましたが、卒
業生の皆さんの健康とこれからのご活躍を在校生一同、心よりお祈り申
し上げます。

いま、旅立つ君への祝辞

ることば祝
卒業

長谷川 光夫同窓会会長
　令和最初のご卒業おめでとうございます。心よ
りお祝い申し上げます。昨年は、ラグビーワールド
カップが開催され、日本代表が“OneTeam”でベ
スト８まで進み多くの国民が興奮、感動しました。
平成２９年４月男女共学が再開され皆さんは初め

ての卒業生です。この３年間数々のイベントを通じ「明るく」「楽しく」「活
発」な学校へと変わり、長い本校の歴史の中でみごとな新風が吹きまし
た。これから、皆さんは解放感と周囲の環境がガラリと変わる学生生活、
社会生活に入ります。行動の基本である「礼儀」「感謝」をインプットして何
事にもチャレンジしてください。時には遠回りや、寄り道をすることもある
と思います。粘り強く一歩一歩前進してください。新たな門出に際し、更な
る発展とご活躍をお祈りいたします。

名和手 優 先生3年1組 担任
3学年特進類型主任・

　卒業おめでとうございます。真新しい制服を身
にまとい、出会ったのが昨日のことのように思い出
されます。あれから３年…苦楽を共にした君たち
が、新しい世界に飛び立とうとしている瞬間に立ち
会えたことをうれしく思います。高校生活が思い通

りに送れた人もそうでない人もいるでしょう。しかし、それは今の気持ちで
あり、後でどのような結果が出るのかは、これからの長い人生次第です。
高校での学びを道しるべに、自分の夢に向かって諦めることなく突き進ん
でください。応援しています。

藤井 ゆかり 先生3年2組 担任
　大学進学に向けて本気で勉学に励んだ人、苦し
い練習にも挫けることなくクラブ活動に全力で取
り組んだ人、言われなくても進んでクラスの仕事
をしてくれる人、友達に優しい言葉をかけてあげら
れる人・・・それぞれが光輝く個性を持っています。

「あなた」と同じ人間はどこにもいません。「あなた」の存在がかけがえの
ない大切なものなのです。これからの人生において、どうぞ「あなた」自身
を大切にしてください。そして、周りの人も「あなた」と同じように大切な
存在だということを忘れないでください。

嶋﨑 太一 先生3年3組 担任
　卒業おめでとう。Ιδεαはきっとどこかにあり
ます。ト・ヘンたる一者、すなわち善なるもの、
一なるものを追究し続けるところに、もしかし
たら、幸せがあるのかもしれません。あえて賢く
あろう。Sapere aude！

土井 真紀 先生3年4組 担任
　卒業おめでとうございます。『徒然草』で兼好
法師は「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るも
のかは」と述べています。人生思うようにいかな
い事もしばしばですが、逆境も「どうせなら楽し
んでしまえ」くらいの心意気で新しい生活に飛

び込んで下さい。これからの皆さんの人生に良き出会いがたくさん
あることを、心から祈っています。

平原 豪人 先生3年5組 担任
　卒業おめでとうございます。1枚の紙を破いて
みてください。誰しもが簡単に破くことが出来ま
す。今度は紙を引っ張ってみてください。先ほどよ
りも強い力が必要になると思います。たかが1枚
の紙でも、使い方によって強度が大きく変わりま

す。紙とは異なり、皆さんには脳があります。自分に合った場所を自ら開拓
していく、または環境に合わせて自らを変質させていくことができます。
どこかで輝きましょう!!

河村 真司 先生3年6組 担任

藤田 一樹ＰTA会長
　卒業生の皆さん、3年間良く頑張りました。心からお
めでとうの言葉を送ります。子供たちが思い描く未来
は、親にしてみれば、もう、手の届かない空の彼方にあ
ります。あなた達が生まれてからずっと知らずに受け
取ってきた贈り物が三つ有ると思います。一つは今
の、思い描くことの自由、そして仲間と分かち合う生

活、それと健康。この三つをどうか財産にしてください。三つの贈り物に対して、
いつも開かれている、そういう心を持っていてください。そうであれば、一人で
頑張るときも一人ではありません。努力にふさわしい結果が出ないときにも、
しっかり目を開いて再び歩き出すことができるでしょう。そして、喜びは自分一
人のものではなく、人と分かち合えるものになるでしょう。長い人生には自由や
健康を失うこともあるかもしれません。その時は、仲間の手を離さないでくだ
さい。どうか、子供たちの未来に良い出会いが続きますように。最後に、心の育
つ仕上げの時期を大切に寄り添ってくださった先生方に、心からの感謝と尊敬
を捧げます。ありがとうございました。

　卒業おめでとうございます。これからは、
「優秀」な人間が求められる時代になっていく
と思います。今までの価値観や固定観念、ま
た宗教や国籍、性差にとらわれることなく、ダ
イバーシティ（多様性）を受容し、「優しさ」を

持つことが必要になります。君たちが「優しさが秀でる」人間とな
り、これからの世界で活躍してくれることを心から願っています。

ヤサ ヒイ

楽市 政彦 先生3年7組 担任
3学年総合類型主任・

　卒業おめでとうございます。人生には何度か節目が
ありますが、高校卒業も一つの節目となります。また、
皆さんは工大高校の共学再開一期生という節目の学
年でした。これからの時代は、先行きが予測できない
時代と言われています。わからない所に向かうことは、
不安や怖さがあると思いますが、一方でわからないか

らこそ面白さや楽しさがあると思います。新たな時代に対して、自分の夢を抱
き、目標を持って、今やるべきことをやり切ることで新たな節目に正面から向き
合うことができると思います。これからの皆さん一人ひとりの人生の飛躍を期
待しています。
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矢舗 優人生徒会長 （己斐中学校出身）

冨山 拓矢 先生3年8組 担任
　卒業おめでとうございます。人生は一度きり。
学びと挑戦と成長を繰り返し、後悔のない人生
を送ってください。

大西 佳代 先生3年9組 担任
　卒業おめでとうございます。自分の幸せは自
分が決める。誰もあなたの幸せを決めてくれま
せん。自分が納得できる道を進んでください。
流れる水は腐らず。常に行動あるのみ。今後の
活躍を祈念します。

岩崎 喬 先生3年10組 担任
　ご卒業おめでとうございます。皆さんは工大高校と
いう一種の社会の中で「凡事徹底」を求められ、その
精神を自分のものにして卒業することと思います。こ
れから進んでいく社会は工大高校とは比べものにな
らないほどの、自由や可能性が広がっていると同時に
求められるもののレベルが上がっていきます。辛い

時、苦しい時、高校時代の仲間のことを思い出してください。きっと他のみんな
も辛く、苦しいのだと思います。友だちに連絡し、時には会い、思い出話などを
してみてください。明日への活力になるはずです。皆さんの夢の実現を心より
祈っています。

垣鍔 拓史 先生3年11組 担任
　何かに突き当たると、「水は逆らうことなく流
れを変えます。」行く手を遮るものがない時で
も水はさまざまに回り道をします。「わたしたち
を構成する」一番多くの要素が「水であること
を考えるなら」わたしたちにも同じ性質が「備

わっているはずです。」みんなに幸あれ！

八百野 真人 先生3年12組 担任
　ご卒業おめでとうございます。はじめて担任
として生徒を送り出すこととなり、３年間のいろ
いろな思い出がよみがえりました。楽しいこと
悲しいこと、様々なことがこの３年間ありまし
た。粘り強く時にしなやかに物事に対応できる

ようになったのではないでしょうか。これからも成長し続けていってく
ださい。

山口 明宏 先生3年13組 担任
　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
皆さんが入学して、3年が経とうとしています。私
にとってのこの3年間は、大きな変化を伴う3年間
でした。その原因は、共学化と生徒数の多さです。
今までやってきたことを変化させ、柔軟に対応しな

ければいけない場面が多くありました。しかし、その変化が教員としての
自分を成長させてくれたと思っています。皆さんが次のステージに進むと
き、生活環境や人間関係など様々な変化を伴うと思います。工大高校で3
年間を過ごした皆さんであればその変化に対応し、成長につなげられる
と確信しています。今後は、卒業生として学校に来てください。成長した皆
さんに会える日を楽しみにしています。

井上 大智 先生3年14組 担任
　卒業おめでとうございます。にぎやかで元気
過ぎる皆さんと、怒涛の３年間でした。皆さんと
の学校生活は、教員として学び多きものだった
と感じます。「どうにかしてなんとかする」将来
いつかどこかで挫折を味わおうとも、逃げずに

這い上がる強さをこれからも養ってほしいと思います。笑顔で、一生
懸命に、頑張ってください。

　3年生の皆さんご卒業おめでとうございます。先
輩方との思い出を振り返ってみるといつも人数の
多さとパワーに驚き、行事にも一生懸命に取り組
んでいた姿を思い出します。そのおかげで工大高
が活気がある学校になり、後輩である私たちも楽

しく学校生活を送ることができました。これからは私たちが先輩を受け継
いで、工大高を盛り上げていきたいと思います。最後になりましたが、卒
業生の皆さんの健康とこれからのご活躍を在校生一同、心よりお祈り申
し上げます。

いま、旅立つ君への祝辞

ることば祝
卒業

長谷川 光夫同窓会会長
　令和最初のご卒業おめでとうございます。心よ
りお祝い申し上げます。昨年は、ラグビーワールド
カップが開催され、日本代表が“OneTeam”でベ
スト８まで進み多くの国民が興奮、感動しました。
平成２９年４月男女共学が再開され皆さんは初め

ての卒業生です。この３年間数々のイベントを通じ「明るく」「楽しく」「活
発」な学校へと変わり、長い本校の歴史の中でみごとな新風が吹きまし
た。これから、皆さんは解放感と周囲の環境がガラリと変わる学生生活、
社会生活に入ります。行動の基本である「礼儀」「感謝」をインプットして何
事にもチャレンジしてください。時には遠回りや、寄り道をすることもある
と思います。粘り強く一歩一歩前進してください。新たな門出に際し、更な
る発展とご活躍をお祈りいたします。

名和手 優 先生3年1組 担任
3学年特進類型主任・

　卒業おめでとうございます。真新しい制服を身
にまとい、出会ったのが昨日のことのように思い出
されます。あれから３年…苦楽を共にした君たち
が、新しい世界に飛び立とうとしている瞬間に立ち
会えたことをうれしく思います。高校生活が思い通

りに送れた人もそうでない人もいるでしょう。しかし、それは今の気持ちで
あり、後でどのような結果が出るのかは、これからの長い人生次第です。
高校での学びを道しるべに、自分の夢に向かって諦めることなく突き進ん
でください。応援しています。

藤井 ゆかり 先生3年2組 担任
　大学進学に向けて本気で勉学に励んだ人、苦し
い練習にも挫けることなくクラブ活動に全力で取
り組んだ人、言われなくても進んでクラスの仕事
をしてくれる人、友達に優しい言葉をかけてあげら
れる人・・・それぞれが光輝く個性を持っています。

「あなた」と同じ人間はどこにもいません。「あなた」の存在がかけがえの
ない大切なものなのです。これからの人生において、どうぞ「あなた」自身
を大切にしてください。そして、周りの人も「あなた」と同じように大切な
存在だということを忘れないでください。

嶋﨑 太一 先生3年3組 担任
　卒業おめでとう。Ιδεαはきっとどこかにあり
ます。ト・ヘンたる一者、すなわち善なるもの、
一なるものを追究し続けるところに、もしかし
たら、幸せがあるのかもしれません。あえて賢く
あろう。Sapere aude！

土井 真紀 先生3年4組 担任
　卒業おめでとうございます。『徒然草』で兼好
法師は「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るも
のかは」と述べています。人生思うようにいかな
い事もしばしばですが、逆境も「どうせなら楽し
んでしまえ」くらいの心意気で新しい生活に飛

び込んで下さい。これからの皆さんの人生に良き出会いがたくさん
あることを、心から祈っています。

平原 豪人 先生3年5組 担任
　卒業おめでとうございます。1枚の紙を破いて
みてください。誰しもが簡単に破くことが出来ま
す。今度は紙を引っ張ってみてください。先ほどよ
りも強い力が必要になると思います。たかが1枚
の紙でも、使い方によって強度が大きく変わりま

す。紙とは異なり、皆さんには脳があります。自分に合った場所を自ら開拓
していく、または環境に合わせて自らを変質させていくことができます。
どこかで輝きましょう!!

河村 真司 先生3年6組 担任

藤田 一樹ＰTA会長
　卒業生の皆さん、3年間良く頑張りました。心からお
めでとうの言葉を送ります。子供たちが思い描く未来
は、親にしてみれば、もう、手の届かない空の彼方にあ
ります。あなた達が生まれてからずっと知らずに受け
取ってきた贈り物が三つ有ると思います。一つは今
の、思い描くことの自由、そして仲間と分かち合う生

活、それと健康。この三つをどうか財産にしてください。三つの贈り物に対して、
いつも開かれている、そういう心を持っていてください。そうであれば、一人で
頑張るときも一人ではありません。努力にふさわしい結果が出ないときにも、
しっかり目を開いて再び歩き出すことができるでしょう。そして、喜びは自分一
人のものではなく、人と分かち合えるものになるでしょう。長い人生には自由や
健康を失うこともあるかもしれません。その時は、仲間の手を離さないでくだ
さい。どうか、子供たちの未来に良い出会いが続きますように。最後に、心の育
つ仕上げの時期を大切に寄り添ってくださった先生方に、心からの感謝と尊敬
を捧げます。ありがとうございました。

　卒業おめでとうございます。これからは、
「優秀」な人間が求められる時代になっていく
と思います。今までの価値観や固定観念、ま
た宗教や国籍、性差にとらわれることなく、ダ
イバーシティ（多様性）を受容し、「優しさ」を

持つことが必要になります。君たちが「優しさが秀でる」人間とな
り、これからの世界で活躍してくれることを心から願っています。

ヤサ ヒイ

楽市 政彦 先生3年7組 担任
3学年総合類型主任・

　卒業おめでとうございます。人生には何度か節目が
ありますが、高校卒業も一つの節目となります。また、
皆さんは工大高校の共学再開一期生という節目の学
年でした。これからの時代は、先行きが予測できない
時代と言われています。わからない所に向かうことは、
不安や怖さがあると思いますが、一方でわからないか

らこそ面白さや楽しさがあると思います。新たな時代に対して、自分の夢を抱
き、目標を持って、今やるべきことをやり切ることで新たな節目に正面から向き
合うことができると思います。これからの皆さん一人ひとりの人生の飛躍を期
待しています。
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広島工業大学
学園内推薦

　私は勉強以外に何か継続して頑張れること
はないかと考え、中学校で達成できなかった
3ヵ年皆勤賞を目指そうと思いました。2018
年豪雨災害の時には新幹線通学になり大変な
こともありましたが、絶対に遅刻や欠席はした
くないという強い思いがあったのでここまで
頑張れたのだと思います。また、自分自身の努
力だけではなく家族の支えや先生方、友人た
ちのおかげでもあるのでこの3年間継続して
頑張った経験を大切にしていきたいです。

　私がこのような賞を頂けたことをとても嬉し
く思います。この賞は、決して一人で得られた
ものではありません。共に努力をし支え合って
きたクラスメイトや友達、全力でサポートして
くださった先生方や家族と一緒に掴み取った
ものだと思っています。これからも周りの人と
高め合い、支え合いながら感謝の気持ちを忘
れず目標に向かって日々努力をし続けたいと
思います。本当にありがとうございました。

　この度はこのような賞に選ばれ大変光栄に思い
ます。私は3年間皆勤と部活動をやり遂げることが
できました。たくさん苦しい、悔しいと思うことはあ
りましたが努力して精進してみればそれは習慣に
なり、かけがえのないものになりました。部活動では
思ってもみなかった結果を出せました。それも先生
方や仲間のおかげです。皆さんも夢や目標を全力
で追いかけてみてください。「継続は力なり」という
言葉があります。負けそうなとき、折れそうになった
時に思い出してみてください。きっと誰かがみなさ
んの努力している姿を応援してくださっています。
私も皆さんを応援します、頑張ってください。

　私はAO入試で広島工業大学を受験し合格することができました。
AO入試というのはいかに大学へ自分の学びたい意思を強くアピール
できるかが勝負になってきます。そのため夏休みはALC（アカデミック・
ラーニング・コモンズ）で資料やパソコンで制作したプレゼンテーショ
ンを先生に見ていただくとともに、面接は多くの先生を頼り練習を積み
重ねました。そのおかげで入試本番では一番良い面接ができました。合
格できたのは自分ひとりの力ではなく支えてくれた家族や先生方のサ
ポートがあったからこそだと思います。皆さんの周りにも必ず支えてく
れる人がいるので、不安にならず頑張ってください。

3年12組 金山 晃斗（玖波中学校出身）

　私は高校に入学する前から建築デザイン学科の志望を考えていまし
た。入学してからは学園内推薦に選ばれるため、検定を取得することを
目標に一つ一つ合格を重ねて級を上げていきました。その結果英語検
定2級、漢字・数学検定準2級を取得することができました。さらに学園
内推薦には評定平均が重要なので1年生のころから定期試験ではでき
る限り高得点を取れるように努力しました。合格したいま3年間の努力
が実った達成感を感じています。努力を怠らず継続することは大切だと
実感しました。　

3年11組 糸谷 香絢（安佐南中学校出身）

　私には将来ソフトウェアの開発をするという夢があります。高校入学
時は苦手教科が多く苦しい思いをしていましたが、諦めずに勉強を続
けるうちに英語検定・数学検定で準2級を合格し、定期試験でも上位の
結果が出るようになり段々と自分に自信がつくようになりました。情報
コミュニケーション学科を志望してからはこの自信をもって努力するこ
とができました。さらに大学独自のHIT20という奨学制度をいただくこ
とができ、大変励みになりました。

3年10組 宗久 和樹（五日市南中学校出身）

　私は学園内推薦には評定平均が大切だということを先輩方から聞い
ていたので高校入学時から3年間、毎日勉強を続けました。夏休みには
苦手な科目を中心に取り組み、とくにALC（アカデミック・ラーニング・
コモンズ）は静かで環境が良く勉強が捗りました。早いうちから試験勉
強をはじめていたので試験では高得点を取り、志望していた食品生命
科学科に合格したりと、良い結果につながりました。みなさんも満足で
きる進路実現のために頑張ってください。

食品生命科学科

3年9組 金山 孝誼（玖波中学校出身）

生命学部

各学部合格体験記各学部合格体験記
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検定の結果が届きましたので、ご報告させていただきます。

英語検定

準1級に

合格しまし
た！

Congratulations

確かな
実績

みなさまのおかげで多くのクラブが全国大会への出場を果たし、
大きな舞台に挑戦することができました。
これからも応援よろしくお願いします。

（令和2年8月 全国高等学校総合文化祭に出品）
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３年間１日も休まず、遅刻・早退もなく過ごした
生徒に与えられます。長期間にわたり健康管理が
徹底され生活リズムを安定させる努力をしていた証です。

体育祭・学校祭などの行事で活躍をしたとき、
また各種検定合格の際、その健闘を称え「賞記」が
授与されます。

全国の私立中学高等学校各校からの推薦を受け、
優秀であると認められた生徒に対してこの賞が
授与されました。

田中 愛海
（祇園中学校出身）

3年14組

5 6



広島工業大学
学園内推薦

　私は勉強以外に何か継続して頑張れること
はないかと考え、中学校で達成できなかった
3ヵ年皆勤賞を目指そうと思いました。2018
年豪雨災害の時には新幹線通学になり大変な
こともありましたが、絶対に遅刻や欠席はした
くないという強い思いがあったのでここまで
頑張れたのだと思います。また、自分自身の努
力だけではなく家族の支えや先生方、友人た
ちのおかげでもあるのでこの3年間継続して
頑張った経験を大切にしていきたいです。

　私がこのような賞を頂けたことをとても嬉し
く思います。この賞は、決して一人で得られた
ものではありません。共に努力をし支え合って
きたクラスメイトや友達、全力でサポートして
くださった先生方や家族と一緒に掴み取った
ものだと思っています。これからも周りの人と
高め合い、支え合いながら感謝の気持ちを忘
れず目標に向かって日々努力をし続けたいと
思います。本当にありがとうございました。

　この度はこのような賞に選ばれ大変光栄に思い
ます。私は3年間皆勤と部活動をやり遂げることが
できました。たくさん苦しい、悔しいと思うことはあ
りましたが努力して精進してみればそれは習慣に
なり、かけがえのないものになりました。部活動では
思ってもみなかった結果を出せました。それも先生
方や仲間のおかげです。皆さんも夢や目標を全力
で追いかけてみてください。「継続は力なり」という
言葉があります。負けそうなとき、折れそうになった
時に思い出してみてください。きっと誰かがみなさ
んの努力している姿を応援してくださっています。
私も皆さんを応援します、頑張ってください。

　私はAO入試で広島工業大学を受験し合格することができました。
AO入試というのはいかに大学へ自分の学びたい意思を強くアピール
できるかが勝負になってきます。そのため夏休みはALC（アカデミック・
ラーニング・コモンズ）で資料やパソコンで制作したプレゼンテーショ
ンを先生に見ていただくとともに、面接は多くの先生を頼り練習を積み
重ねました。そのおかげで入試本番では一番良い面接ができました。合
格できたのは自分ひとりの力ではなく支えてくれた家族や先生方のサ
ポートがあったからこそだと思います。皆さんの周りにも必ず支えてく
れる人がいるので、不安にならず頑張ってください。

3年12組 金山 晃斗（玖波中学校出身）

　私は高校に入学する前から建築デザイン学科の志望を考えていまし
た。入学してからは学園内推薦に選ばれるため、検定を取得することを
目標に一つ一つ合格を重ねて級を上げていきました。その結果英語検
定2級、漢字・数学検定準2級を取得することができました。さらに学園
内推薦には評定平均が重要なので1年生のころから定期試験ではでき
る限り高得点を取れるように努力しました。合格したいま3年間の努力
が実った達成感を感じています。努力を怠らず継続することは大切だと
実感しました。　

3年11組 糸谷 香絢（安佐南中学校出身）

　私には将来ソフトウェアの開発をするという夢があります。高校入学
時は苦手教科が多く苦しい思いをしていましたが、諦めずに勉強を続
けるうちに英語検定・数学検定で準2級を合格し、定期試験でも上位の
結果が出るようになり段々と自分に自信がつくようになりました。情報
コミュニケーション学科を志望してからはこの自信をもって努力するこ
とができました。さらに大学独自のHIT20という奨学制度をいただくこ
とができ、大変励みになりました。

3年10組 宗久 和樹（五日市南中学校出身）

　私は学園内推薦には評定平均が大切だということを先輩方から聞い
ていたので高校入学時から3年間、毎日勉強を続けました。夏休みには
苦手な科目を中心に取り組み、とくにALC（アカデミック・ラーニング・
コモンズ）は静かで環境が良く勉強が捗りました。早いうちから試験勉
強をはじめていたので試験では高得点を取り、志望していた食品生命
科学科に合格したりと、良い結果につながりました。みなさんも満足で
きる進路実現のために頑張ってください。

食品生命科学科

3年9組 金山 孝誼（玖波中学校出身）

生命学部

各学部合格体験記各学部合格体験記

検定合格おめでとう！検定合格おめでとう！

応援ありがとう
ございました！
応援ありがとう
ございました！

建築デザイン学科
環境学部

情報コミュニケーション学科
情報学部

生体医工学科
生命学部

数学検定
　

準2級
2級

合格者数
47人
2人

3ヵ年合計
146人

2人

漢字検定
　

準2級
2級

合格者数
27人
3人

3ヵ年合計
70人
7人

英語検定
　

準2級
2級

準1級

合格者数
55人
27人

2人

3ヵ年合計
291人
52人

2人 令和2年1月時点

検定の結果が届きましたので、ご報告させていただきます。

英語検定

準1級に

合格しまし
た！

Congratulations

確かな
実績

みなさまのおかげで多くのクラブが全国大会への出場を果たし、
大きな舞台に挑戦することができました。
これからも応援よろしくお願いします。

（令和2年8月 全国高等学校総合文化祭に出品）

全国
大会出場

陸上競技部 柔道部

ダンス部 ボート部 写真部

全国高等学校ビブリオバトル

Congratulations

3ヵ年
皆勤賞

Congratulations

優秀
生徒賞

Congratulations

日本私立
中学高等学校
連合会表彰

池野 美和
（阿戸中学校出身）

［代表］3年2組

梶本 周吾
（亀山中学校出身）

［代表］3年6組

３年間１日も休まず、遅刻・早退もなく過ごした
生徒に与えられます。長期間にわたり健康管理が
徹底され生活リズムを安定させる努力をしていた証です。

体育祭・学校祭などの行事で活躍をしたとき、
また各種検定合格の際、その健闘を称え「賞記」が
授与されます。

全国の私立中学高等学校各校からの推薦を受け、
優秀であると認められた生徒に対してこの賞が
授与されました。

田中 愛海
（祇園中学校出身）

3年14組

5 6



　インターハイ予選、春高予選ともに悔しい思いの残る一年
でした。2020年はインターハイ出場、春高出場という２つの
目標のために、安定感のあるチームで「県内無敗」を合言葉に
部員全員で突き進んでいこうと思います。
第27回 中国高等学校新人バレーボール大会　出場
第71回 中国高等学校バレーボール選手権大会　出場
第72回 広島県高等学校総合体育大会　準優勝
第72回 全日本バレーボール高等学校選手権大会
 広島県予選会　第3位

　今年度は「愛され応援されるチーム」を目指しています。新チームの
初戦となった秋の大会では県大会出場とはなりましたが満足のいく成
績を残すことができず、悔しさの残るスタートとなりました。今年から
メンタルトレーニングを取り入れ、心技体ともに成長できるよう励ん
でいます。甲子園初出場をめざし、日々意識高く練習に取り組んでい
きます。
春季大会　2回戦 敗退
第101回全国高校野球選手権広島大会　2回戦 敗退
秋季大会 広島西地区　リーグ戦　3戦全勝
 　　　　　　　　　　県大会　2回戦 敗退
一年生大会 西地区　ベスト４、西部リーグ 西地区　第3位

　全体的に写真のレベルが上がり、県大会での入賞作品も年ご
とに増加傾向にあります。来年度は2年生の部員が1人ほど全国
大会に広島県推薦で行くことになっています。バラ祭りや体育
祭・学校祭などの学校行事にかかわって写真撮影をしたり、休日
などにカメラを持ち帰って被写体にじっくりとかかわったりなど
しています。
・広島県高等学校写真連盟新人大会
  一席：1人、二席：2人、三席：2人、四席：1人
・広島県高等学校写真展（県大会）
  三席：1人、四席：1人、五席：1人

　コンクール小編成部門は規定いっぱいの25人で出場、銀賞
受賞団体では主席となりました。今年度は10年続いたスプリン
グコンサートから「文化部発表会」へ発展させました。バラ祭り、
学校祭などの校内行事だけではなく、アンサンブルコンテスト
への出場など演奏機会を増やし、さらにステップアップを目指し
ています。
・第60回広島県吹奏楽コンクール・小編成部門：銀賞
・第43回広島県アンサンブルコンテスト：
  木管四重奏、金管四重奏に出場
・第29回吹奏楽私学祭に出場

　2年生14人、1年生14人で活動しています。今年度は2度全国大会出場
の機会を頂きました。部としての力を磨き、来年度も全国大会に出場、そ
して入賞できるよう頑張っていきたいと思います。また大会だけでなく、
フラワーフェスティバルや学校祭などの学校行事でも見てくださる方々
に楽しんでいただけるよう作品作りに力を入れていきたいと思います。
・DANCE CLUB CHAMPIONSHIP（全国大会）
  第7回全国高等学校ダンス部選手権出場
・中四国ダンスドリル秋季競技大会
  ＨＩＰＨＯＰ男女混成Ｍedium部門 第2位
・Dance Drill Winter Cup 2020（全国大会）
  第11回全国高等学校ダンスドリル冬季大会出場

　体育祭や文化祭などの学校行事のポスターを制作し
ました。学校祭では部員全員が一丸となって巨大壁画を
制作し多くの方からお褒めの言葉をいただきました。そ
の他に国際交流で本校に訪れた留学生に宮島の風景ス
ケッチをプレゼントしたり、焼きコテ・粘土など幅広いジャ
ンルの制作を経験しました。来年も制作に励みます。

　私たち放送部は、入学式、体育祭、学校祭、卒業式など
各学校行事において裏方として活動しました。来年度も
学校行事を少しでも盛り上げていけるように頑張ってい
きたいと思います。

　「ものづくり」をテーマに活動しました。バラ祭り、学校
祭とも日頃の活動内容の一部を紹介しました。今年度は
夏休みに工大に行かせていただき、スピーカーを作った
り、パソコンと3Dプリンターを利用し作品を作ったりしま
した。また、9月には海田町公民館で開催された「子ども
科学教室」の手伝いにもボランティア参加しました。

　2年生6人、1年生9人で活動しています。華道は「全国
高校生花いけバトル広島大会」に3組が出場しました。茶
道では縮景園秋風茶会や学校祭で日頃のお稽古の成果
を披露しました。またお節料理の調理や浴衣の着付けな
ど、幅広く日本の伝統文化を学びました。
　これからも恵まれた環境でお稽古できることに感謝し、
楽しく学んでいきたいと思います。

　私たちの活動は、裏方での活動が多く目立ちませんが、学
校行事の運営に携わる重要な役割を担っています。また、バ
ラ祭りや施設への訪問を通して地域の方々との関わりを深
めることができることは、他のクラブとは違っているとこ
ろです。私たち生徒会執行部一同は、学校の「縁の下の力持
ち」として来年度も頑張っていきたいと思います。
●クラブ紹介、生徒総会、クラスマッチ、体育祭、
　学校祭などの学校行事の運営

　今年度、工大高校ボート部は充実した1年となりました。念
願の舵手付きクォドルプルで広島県1位を獲得、ダブルスカ
ル、舵手付きクォドルプル2種目で中国ブロック大会出場、舵
手付きクォドルプルは中国ブロック大会を突破し、全国選抜
大会出場権を獲得など、「史上初尽くし」の1年となりました。
支えていただいた皆さんに感謝です。
全種目：中国大会出場
男子：（ダブルスカル）インターハイ出場　県新人戦1位
　　  （クォドルプル）全国選抜大会出場　県新人戦1位

　県馬術連盟主催の大会、全日本高等学校馬術連盟主催の大
会への出場を目標にしています。今年度は全学年の選手の懸
命な努力により春季大会での入賞を果たし、全国大会へつな
がる中四国大会では決勝戦で惜しくも敗退しましたが、白熱の
競技を展開することができました。来年度へ向けてチーム一
丸、人馬一体を目指して心身ともに磨きをかけています。
・春季大会　L級障害飛越競技A １位、L級障害飛越競技B ３位
・中四国高等学校馬術競技大会（全国大会予選）
  団体：準優勝

　バドミントン部では、「ひとりの人間として成長する」ことを目
標に掲げ、日々の練習に取り組んでいます。練習に対しての集
中力が向上し、チームとしてのまとまりが出たことで、大会でも
優秀な成績を安定して残すようになりました。来年度こそ、初の
中国大会出場を果たすべく、これまで以上に練習に励みたいと
思います。
男子：県総体　ダブルス ベスト8、シングルス ベスト16
新人戦　団体戦　ベスト16、ダブルス ベスト16（2ペア）
女子：個人戦（ダブルス）での新人戦県大会出場（初）
男女とも西部地区大会での入賞多数

　ベトナムやニュージーランドの留学生との国際交流を
行いました。歓迎セレモニーでは司会を担当し、先生方の
スピーチの通訳や学校紹介のプレゼンテーションを行い
ました。また、３年生２人が英検準１級に合格するという本
校初の快挙も達成しました。

　「広島県優勝」という目標にはほど遠い結果だった。
A,B,Cチームともリーグ戦は残留を決めることができた。
県新人戦　ベスト16
県総体　ベスト16
選手権大会　ベスト16
アドバンスリーグ　1部7位、3部4位、4部7位

　「女子卓球部の中国総体初出場」という悲願を叶えることが
できた1年でした。3年生が主体となって女子部員一丸で戦い、
厳しい状況を乗り越えることができました。男子卓球部も県総
体でベスト８に入ることができました。それぞれが苦しい状況を
潜り抜け大きく成長することができました。一丸となって戦う伝
統を引き継ぎ、来年度も頑張っていきます。
男子：県総体（団体Ｂ級）ベスト８
　　  県新人（団体Ｂ級）ベスト16
女子：県総体（団体）第9位　中国大会出場
　　  県新人（団体Ｂ級）ベスト8

　今年度は男女共、公式戦において、過去にない勝ち星
を挙げることができました。より安定した戦績を収められ
るよう、日々練習に励みたいと思います。
男子：県新人（団体戦）ベスト16、
　　 　　　（個人戦）決勝トーナメント出場 １人
女子：県新人（個人戦）決勝トーナメント出場 １人　
　　  県選手権（個人戦）決勝トーナメント出場 １人　

　3年生を中心として臨んだ中国選手権、総体では地区予
選を勝ち上がり、県大会に出場することが出来た。しかし、
目標としていた「県大会で勝つ」ことはできなかった。1・2
年生は3年生の思いを引き継ぎ、技術だけでなく、人とし
ても成長できるように練習に取り組んでいく。
中国選手権大会予選　県大会出場
県総体出場
県新人出場

　女子バスケットボール部は今年度創部され、現在部員が
4人です。少ない人数ですが、声を出して一生懸命頑張っ
ています。来年度は新入生を加えて公式戦に出場する予
定なので、より一層頑張っていきたいと思います。

　喜びと悔しさが入り乱れる1年でした。女子団体が県総体
初出場を決める、男子部員が「段別選手権」で優勝を果たすな
ど喜ばしいことがありましたが、肝心の団体戦では県大会で
惨敗し、1回戦を突破できないという厳しい現実に直面しまし
た。この悔しさを胸に、来年度は良い成績が納められるよう
日々の稽古に励んでいきます。
男子：県総体出場
　　  段別選手権・二段の部　優勝　第3位、初段の部　優勝
女子：県総体出場（初）

　今年度は初の女子団体入賞となり、男女ともに県総体で入賞するな
ど、好成績を残した。しかし、目標である中国大会など上位の大会では
入賞できなかったので、来年度こそは上位の大会に出場し、入賞した
い。また、今年度も多数の昇段試験での合格者を出せたのも喜ばしい。
男子：県選手権（近的）団体3位、個人7位・11位　※中国大会出場権獲得
　　　　　　  （遠的）団体3位、個人8位
　　  県総体　（近的）団体8位、個人3位　（遠的）団体6位
　　  県新人　（遠的）団体2位、個人3位・4位
女子：県総体（近的）団体8位
　　  県新人（遠的）団体2位　個人2位、7位
1月時点　１級位の取得　男子10人、女子4人、初段の取得　男子5人、女子4人
　　　　  弐段の取得　  男子3人、女子3人

●中国高等学校柔道大会広島県予選
　（男子団体）第4位　（女子団体）第3位
●広島県総合体育大会
　（男子団体）第5位　（女子団体）第3位
●中国高等学校柔道大会
　（女子団体）第3位
　（男子個人）73㎏級第3位
　（女子個人）63㎏級第2位、70㎏級第5位

　今年度は中国大会、中国新人大会に出場し中国大会の常連校とし
て存在感を出しています。中国大会では団体、個人ともに入賞を果た
し、また女子個人において全国高校総体に2年連続出場と、男女ともに
力をつけています。小柄な選手が多いチームですが、これからも日々
稽古に励み、選手一同、心と身体を成長させていきます。

　今年度は史上初の女子主将がチームを引っ張りました。その結果、沖
縄県で開催されたインターハイには過去最多の12人が出場。その最
終予選となった中国大会では3種目で優勝を果たすなど、大きな実績
を残す事ができました。来年度は静岡インターハイに１人でも多くの生
徒が出場できるよう、「勇往邁進」をスローガンに掲げて取り組みます。
・第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　12人出場（過去最多）
・第72回中国高等学校陸上競技対校選手権大会　16人出場
  女子総合3位、女子トラック優勝、
  （男子棒高跳・女子400mH・女子4×400mR）　優勝
・第28回中国高等学校新人陸上競技選手権大会　5人出場
・第61回中国高等学校駅伝競走大会　23位（過去最高）

　今年度は男女共地区新人団体戦で５位入賞することができ
ました。一球に対する『執着心』にもこだわり、練習では『ツー
バウンドまで諦めずにボールを追う』ことを常に意識して取り
組んできました。チームの目標は『インターハイ・中国大会出
場』です。目標達成できるようこれからも頑張っていきます。
男子：県総体団体・個人出場
　　  地区新人団体戦 ５位／地区新人個人戦 ベスト８
女子：県総体団体出場　地区新人団体戦　５位
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ソフトテニス部 テニス部 サッカー部

バレーボール部 野球部 陸上競技部

馬術部 ボート部 バドミントン部

卓球部 男子バスケットボール部 女子バスケットボール部

弓道部 剣道部 柔道部

英会話部 写真部 吹奏楽部

放送部 未来デザイン部 生徒会執行部ダンス部 日本文化部 美術工芸部

●全国高等学校総合体育大会
　（鹿児島県鹿児島アリーナ）
　（女子個人）ベスト16
●広島県高等学校柔道新人大会
　（男子団体）第4位
●中国高等学校柔道新人大会
　（男子団体）予選出場
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　インターハイ予選、春高予選ともに悔しい思いの残る一年
でした。2020年はインターハイ出場、春高出場という２つの
目標のために、安定感のあるチームで「県内無敗」を合言葉に
部員全員で突き進んでいこうと思います。
第27回 中国高等学校新人バレーボール大会　出場
第71回 中国高等学校バレーボール選手権大会　出場
第72回 広島県高等学校総合体育大会　準優勝
第72回 全日本バレーボール高等学校選手権大会
 広島県予選会　第3位

　今年度は「愛され応援されるチーム」を目指しています。新チームの
初戦となった秋の大会では県大会出場とはなりましたが満足のいく成
績を残すことができず、悔しさの残るスタートとなりました。今年から
メンタルトレーニングを取り入れ、心技体ともに成長できるよう励ん
でいます。甲子園初出場をめざし、日々意識高く練習に取り組んでい
きます。
春季大会　2回戦 敗退
第101回全国高校野球選手権広島大会　2回戦 敗退
秋季大会 広島西地区　リーグ戦　3戦全勝
 　　　　　　　　　　県大会　2回戦 敗退
一年生大会 西地区　ベスト４、西部リーグ 西地区　第3位

　全体的に写真のレベルが上がり、県大会での入賞作品も年ご
とに増加傾向にあります。来年度は2年生の部員が1人ほど全国
大会に広島県推薦で行くことになっています。バラ祭りや体育
祭・学校祭などの学校行事にかかわって写真撮影をしたり、休日
などにカメラを持ち帰って被写体にじっくりとかかわったりなど
しています。
・広島県高等学校写真連盟新人大会
  一席：1人、二席：2人、三席：2人、四席：1人
・広島県高等学校写真展（県大会）
  三席：1人、四席：1人、五席：1人

　コンクール小編成部門は規定いっぱいの25人で出場、銀賞
受賞団体では主席となりました。今年度は10年続いたスプリン
グコンサートから「文化部発表会」へ発展させました。バラ祭り、
学校祭などの校内行事だけではなく、アンサンブルコンテスト
への出場など演奏機会を増やし、さらにステップアップを目指し
ています。
・第60回広島県吹奏楽コンクール・小編成部門：銀賞
・第43回広島県アンサンブルコンテスト：
  木管四重奏、金管四重奏に出場
・第29回吹奏楽私学祭に出場

　2年生14人、1年生14人で活動しています。今年度は2度全国大会出場
の機会を頂きました。部としての力を磨き、来年度も全国大会に出場、そ
して入賞できるよう頑張っていきたいと思います。また大会だけでなく、
フラワーフェスティバルや学校祭などの学校行事でも見てくださる方々
に楽しんでいただけるよう作品作りに力を入れていきたいと思います。
・DANCE CLUB CHAMPIONSHIP（全国大会）
  第7回全国高等学校ダンス部選手権出場
・中四国ダンスドリル秋季競技大会
  ＨＩＰＨＯＰ男女混成Ｍedium部門 第2位
・Dance Drill Winter Cup 2020（全国大会）
  第11回全国高等学校ダンスドリル冬季大会出場

　体育祭や文化祭などの学校行事のポスターを制作し
ました。学校祭では部員全員が一丸となって巨大壁画を
制作し多くの方からお褒めの言葉をいただきました。そ
の他に国際交流で本校に訪れた留学生に宮島の風景ス
ケッチをプレゼントしたり、焼きコテ・粘土など幅広いジャ
ンルの制作を経験しました。来年も制作に励みます。

　私たち放送部は、入学式、体育祭、学校祭、卒業式など
各学校行事において裏方として活動しました。来年度も
学校行事を少しでも盛り上げていけるように頑張ってい
きたいと思います。

　「ものづくり」をテーマに活動しました。バラ祭り、学校
祭とも日頃の活動内容の一部を紹介しました。今年度は
夏休みに工大に行かせていただき、スピーカーを作った
り、パソコンと3Dプリンターを利用し作品を作ったりしま
した。また、9月には海田町公民館で開催された「子ども
科学教室」の手伝いにもボランティア参加しました。

　2年生6人、1年生9人で活動しています。華道は「全国
高校生花いけバトル広島大会」に3組が出場しました。茶
道では縮景園秋風茶会や学校祭で日頃のお稽古の成果
を披露しました。またお節料理の調理や浴衣の着付けな
ど、幅広く日本の伝統文化を学びました。
　これからも恵まれた環境でお稽古できることに感謝し、
楽しく学んでいきたいと思います。

　私たちの活動は、裏方での活動が多く目立ちませんが、学
校行事の運営に携わる重要な役割を担っています。また、バ
ラ祭りや施設への訪問を通して地域の方々との関わりを深
めることができることは、他のクラブとは違っているとこ
ろです。私たち生徒会執行部一同は、学校の「縁の下の力持
ち」として来年度も頑張っていきたいと思います。
●クラブ紹介、生徒総会、クラスマッチ、体育祭、
　学校祭などの学校行事の運営

　今年度、工大高校ボート部は充実した1年となりました。念
願の舵手付きクォドルプルで広島県1位を獲得、ダブルスカ
ル、舵手付きクォドルプル2種目で中国ブロック大会出場、舵
手付きクォドルプルは中国ブロック大会を突破し、全国選抜
大会出場権を獲得など、「史上初尽くし」の1年となりました。
支えていただいた皆さんに感謝です。
全種目：中国大会出場
男子：（ダブルスカル）インターハイ出場　県新人戦1位
　　  （クォドルプル）全国選抜大会出場　県新人戦1位

　県馬術連盟主催の大会、全日本高等学校馬術連盟主催の大
会への出場を目標にしています。今年度は全学年の選手の懸
命な努力により春季大会での入賞を果たし、全国大会へつな
がる中四国大会では決勝戦で惜しくも敗退しましたが、白熱の
競技を展開することができました。来年度へ向けてチーム一
丸、人馬一体を目指して心身ともに磨きをかけています。
・春季大会　L級障害飛越競技A １位、L級障害飛越競技B ３位
・中四国高等学校馬術競技大会（全国大会予選）
  団体：準優勝

　バドミントン部では、「ひとりの人間として成長する」ことを目
標に掲げ、日々の練習に取り組んでいます。練習に対しての集
中力が向上し、チームとしてのまとまりが出たことで、大会でも
優秀な成績を安定して残すようになりました。来年度こそ、初の
中国大会出場を果たすべく、これまで以上に練習に励みたいと
思います。
男子：県総体　ダブルス ベスト8、シングルス ベスト16
新人戦　団体戦　ベスト16、ダブルス ベスト16（2ペア）
女子：個人戦（ダブルス）での新人戦県大会出場（初）
男女とも西部地区大会での入賞多数

　ベトナムやニュージーランドの留学生との国際交流を
行いました。歓迎セレモニーでは司会を担当し、先生方の
スピーチの通訳や学校紹介のプレゼンテーションを行い
ました。また、３年生２人が英検準１級に合格するという本
校初の快挙も達成しました。

　「広島県優勝」という目標にはほど遠い結果だった。
A,B,Cチームともリーグ戦は残留を決めることができた。
県新人戦　ベスト16
県総体　ベスト16
選手権大会　ベスト16
アドバンスリーグ　1部7位、3部4位、4部7位

　「女子卓球部の中国総体初出場」という悲願を叶えることが
できた1年でした。3年生が主体となって女子部員一丸で戦い、
厳しい状況を乗り越えることができました。男子卓球部も県総
体でベスト８に入ることができました。それぞれが苦しい状況を
潜り抜け大きく成長することができました。一丸となって戦う伝
統を引き継ぎ、来年度も頑張っていきます。
男子：県総体（団体Ｂ級）ベスト８
　　  県新人（団体Ｂ級）ベスト16
女子：県総体（団体）第9位　中国大会出場
　　  県新人（団体Ｂ級）ベスト8

　今年度は男女共、公式戦において、過去にない勝ち星
を挙げることができました。より安定した戦績を収められ
るよう、日々練習に励みたいと思います。
男子：県新人（団体戦）ベスト16、
　　 　　　（個人戦）決勝トーナメント出場 １人
女子：県新人（個人戦）決勝トーナメント出場 １人　
　　  県選手権（個人戦）決勝トーナメント出場 １人　

　3年生を中心として臨んだ中国選手権、総体では地区予
選を勝ち上がり、県大会に出場することが出来た。しかし、
目標としていた「県大会で勝つ」ことはできなかった。1・2
年生は3年生の思いを引き継ぎ、技術だけでなく、人とし
ても成長できるように練習に取り組んでいく。
中国選手権大会予選　県大会出場
県総体出場
県新人出場

　女子バスケットボール部は今年度創部され、現在部員が
4人です。少ない人数ですが、声を出して一生懸命頑張っ
ています。来年度は新入生を加えて公式戦に出場する予
定なので、より一層頑張っていきたいと思います。

　喜びと悔しさが入り乱れる1年でした。女子団体が県総体
初出場を決める、男子部員が「段別選手権」で優勝を果たすな
ど喜ばしいことがありましたが、肝心の団体戦では県大会で
惨敗し、1回戦を突破できないという厳しい現実に直面しまし
た。この悔しさを胸に、来年度は良い成績が納められるよう
日々の稽古に励んでいきます。
男子：県総体出場
　　  段別選手権・二段の部　優勝　第3位、初段の部　優勝
女子：県総体出場（初）

　今年度は初の女子団体入賞となり、男女ともに県総体で入賞するな
ど、好成績を残した。しかし、目標である中国大会など上位の大会では
入賞できなかったので、来年度こそは上位の大会に出場し、入賞した
い。また、今年度も多数の昇段試験での合格者を出せたのも喜ばしい。
男子：県選手権（近的）団体3位、個人7位・11位　※中国大会出場権獲得
　　　　　　  （遠的）団体3位、個人8位
　　  県総体　（近的）団体8位、個人3位　（遠的）団体6位
　　  県新人　（遠的）団体2位、個人3位・4位
女子：県総体（近的）団体8位
　　  県新人（遠的）団体2位　個人2位、7位
1月時点　１級位の取得　男子10人、女子4人、初段の取得　男子5人、女子4人
　　　　  弐段の取得　  男子3人、女子3人

●中国高等学校柔道大会広島県予選
　（男子団体）第4位　（女子団体）第3位
●広島県総合体育大会
　（男子団体）第5位　（女子団体）第3位
●中国高等学校柔道大会
　（女子団体）第3位
　（男子個人）73㎏級第3位
　（女子個人）63㎏級第2位、70㎏級第5位

　今年度は中国大会、中国新人大会に出場し中国大会の常連校とし
て存在感を出しています。中国大会では団体、個人ともに入賞を果た
し、また女子個人において全国高校総体に2年連続出場と、男女ともに
力をつけています。小柄な選手が多いチームですが、これからも日々
稽古に励み、選手一同、心と身体を成長させていきます。

　今年度は史上初の女子主将がチームを引っ張りました。その結果、沖
縄県で開催されたインターハイには過去最多の12人が出場。その最
終予選となった中国大会では3種目で優勝を果たすなど、大きな実績
を残す事ができました。来年度は静岡インターハイに１人でも多くの生
徒が出場できるよう、「勇往邁進」をスローガンに掲げて取り組みます。
・第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　12人出場（過去最多）
・第72回中国高等学校陸上競技対校選手権大会　16人出場
  女子総合3位、女子トラック優勝、
  （男子棒高跳・女子400mH・女子4×400mR）　優勝
・第28回中国高等学校新人陸上競技選手権大会　5人出場
・第61回中国高等学校駅伝競走大会　23位（過去最高）

　今年度は男女共地区新人団体戦で５位入賞することができ
ました。一球に対する『執着心』にもこだわり、練習では『ツー
バウンドまで諦めずにボールを追う』ことを常に意識して取り
組んできました。チームの目標は『インターハイ・中国大会出
場』です。目標達成できるようこれからも頑張っていきます。
男子：県総体団体・個人出場
　　  地区新人団体戦 ５位／地区新人個人戦 ベスト８
女子：県総体団体出場　地区新人団体戦　５位
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ソフトテニス部 テニス部 サッカー部

バレーボール部 野球部 陸上競技部

馬術部 ボート部 バドミントン部

卓球部 男子バスケットボール部 女子バスケットボール部

弓道部 剣道部 柔道部

英会話部 写真部 吹奏楽部

放送部 未来デザイン部 生徒会執行部ダンス部 日本文化部 美術工芸部

●全国高等学校総合体育大会
　（鹿児島県鹿児島アリーナ）
　（女子個人）ベスト16
●広島県高等学校柔道新人大会
　（男子団体）第4位
●中国高等学校柔道新人大会
　（男子団体）予選出場
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-Kanto-関東コース

-Hokkaido-
2年2組　今本 魁星　（祇園東中学校出身）

　今回の修学旅行は私にとって、とても有意義なものになりました。広島では見
ることのできない街並み、特に大倉山の展望台から見た、視界の端から端に地
平線の向こうまで広がるビル群は思わず見入ってしまうほど
に壮大でした。班員と力を合わせて挑んだオリエンテーリン
グでは、普段話さないクラスの人たちとも交流ができ、クラス
の一体感もより深まったように思います。

2年5組　三宅 彩智　（井口中学校出身）

　今回の修学旅行で行った北海道は、初めての土地ということもあり、とても興
奮しました。特に印象に残ったのは札幌ドームです。野球がとても好きなため、赤
土を踏めたり、写真をたくさん撮れたりして、貴重な経験となりました。他にも小
樽で仲間と周って楽しんだり、移動中のバスで盛り上がったり、絶景を見たりと
たくさんのことができた４日間になったのでとても良かったです。

2年8組　久藤 帆華　（城南中学校出身）

　3泊4日の沖縄修学旅行はとても充実しました。私が特に印象に残っているの
は2日目にビーチで泳いだことです。台風で与論島に行けなかったけど、バナナ
ボートに乗ったり、クラスで写真を撮ったり、野球部とビーチバレーをしたりして、
とても良い思い出ばかりでした。ホテルも海も今まで見たどれよりもきれいで、一
生の思い出になりました。

2年1組　亀田 湧摩　（庚午中学校出身）

　私はこの修学旅行で沖縄に行きました。沖縄では首里城や国際通りなど色々
な場所を巡りました。沖縄に行ってみて、まず思ったのは、現地の人たちがみんな
温かいということです。どこに行っても「修学旅行？」とか「どこから来たの？」とか
色々な人が声をかけてくれました。みんな本当に気さくで、隅から隅まで温かい修
学旅行でした。

2年４組　小松 鈴　（井口台中学校出身）

　私は関東コースを選択し、普段学ぶことができないことをたくさん学ぶ
ことができました。スペースセンターや東大のゼミなどめったにない貴重な
体験をしました。とても自分のためになったと感じています。それだけでな
く、楽しいこともありました。最初は嫌だったラフティングも、やってみるとと
ても楽しかったです。学べて楽しめる最高の修学旅行でした。

2年9組　畑 優香　（城山中学校出身）

　私にとって初めての東京・横浜旅行でした。今回行ったお台場やバスの中で
見たスカイツリーなど、テレビで見ていたものを自分の目で直接見ることができ、
とても良かったです。ラフティングでは都心とは違い、自然に囲まれた空間で普
段体験できないことを体験することができて楽しめました。東京・横浜にまたいつ
行けるかわからないので、たくさんの貴重な体験ができて良かったです。また旅行
したいです。

北海道コース
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-Okinawa-沖縄コース

2年6組　松長 賢矢　（四季が丘中学校出身）

　ベトナムはとても良い街でもう一度行きたいと思わせられるような場所でし
た。一番印象に残った学校交流では、実際に海外の生徒とコミュニケーション
を取ることで、彼らの優しさなどを実感することができました。また、ベトナムだけ
でなく色々な国籍の人たちと国際交流ができたことも海外の修学旅行ならでは
の貴重な体験でした。

2年7組　中村 光希　（川下中学校出身）

　町中の道路にあふれるバイク、一日中鳴りやまないクラクションの音、信号の
ない交差点、ベトナムが抱える交通問題を実際に肌で感じることができました。
ベトナムという海外での言葉の壁を越えたコミュニケーションを取ることができ、
ベトナム以外の外国人とも会話できたのがとても嬉しかったです。これからも国
際交流に関わる場面に備えて、もっと語学を勉強していきたいと思います。

-Vietnam-ベトナムコース
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　私たちは「Mermaid Island」というテーマで海をイメージした世界
を作り上げました。準備では気の遠くなるような作業ばかりでしたが、誰
かが少し失敗してもフォローしてあげるといった様子も度々見ることが
あり、7組の良さを知ることができました。毎日完全下校ギリギリまで準
備をして、最後に出来上がったときの達成感、感動は7組にしか味わうこ
とができなかったものです。学校祭で生まれた絆を大切にして、これか
らも2年7組で楽しい思い出をたくさんつくっていきたいです。

2年7組「Mermaid Island♪」

　私たちはディズニー作品「リメンバー・ミー」の世界観を教室で再現し
ました。私は文化委員を務めているので学校祭で活躍できる場面が多く
ありました。中心となって準備を進めないといけないのに手が空いてな
いときもありましたが、たくさんの人が協力してくれました。家で自主的
に作業に取り組んだり、時間があるときにはクラス全員で進めたりと7組
が一丸となれたので最優秀賞をいただくことができました。最高の学校
祭になりました。

1年7組 
「＊.*..Remember Me..*.＊」

　私たち2年生にとってはダンス部として出る最後の学校祭のステージ
でした。大会と練習時期が重なっていて、まとまった時間が確保できない
こともあり、ギリギリまで作品を完成させることができず、不安も多くあ
りました。しかし、本番は大成功に収めることができ、たくさんのお客様の
声援のおかげで最優秀賞をいただくこともできました。この経験を糧に、
これからもダンス部全員で頑張っていきたいです。

ダンス部「Autumn Stage」

　最初は中々クラスがまとまらず、学校祭前日まで驚かし方も決まって
いませんでしたが、本番はうまくいって良かったです。最優秀賞を取れた
ことももちろん嬉しかったですが、みんなが文化祭を良くしようと、一生
懸命になって作り、全員で協力してお化け屋敷が完成した時が何より嬉
しかったです。クラスの仲が深まり、何事も一生懸命に取り組むことの大
切さを学びました。

2年6組　中村 颯太 （五日市観音中学校出身） 2年8組　村上 琴奈 （江波中学校出身）

2年6組 「ホーンテッド工大ハウス
　　　　 ～さがしもの～」

2年7組　中村 光希 （川下中学校出身）1年7組　山下 未結 （五日市中学校出身）最優秀賞

A
工作・創作

部門

最優秀賞

B
展　示
部門

最優秀賞

C
イベント
部門

最優秀賞

D
ステージ
部門

学校祭
―無限の可能性―

第58回

令和元年度学校祭のテーマは
「The sky is the limit―無限の可能性―」です。
完全男女共学化し、新元号となった今年。
学校は生徒たちのエネルギーに満ち溢れ、
さらなる可能性を感じさせられました。

広島工業大学高等学校

11月3日（日・祝）
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卒業おめでとう
贈ることば
表彰・合格体験記
検定合格おめでとう／
応援ありがとうございました
クラブ活動
修学旅行
学校祭
クラスマッチ

●建学の精神：教育は愛なり ●教育方針：常に神と共に歩み社会に奉仕する

学校祭

クラスマッ
チ

修学旅行

11月中旬の肌寒くなってきた中でのクラスマッチでしたが、
寒さを吹き飛ばすほどの熱戦が各種目で繰り広げられました！

ソフトボール 優勝 サッカー 優勝

ソフトバレーボール 優勝 オセロ 優勝

2年10組　舛田 海祐  ［大塚中学校出身］
　今回のクラスマッチを通じて団結することの
大切さを感じました。自分を含め野球部が多かっ
たので、絶対に優勝するぞという気持ちで臨み
ました。最初はみんな球を打とうとし過ぎて点が
あまり入らず苦戦しましたが、次につなぐという
気持ちで団結したことで優勝することができま
した。

2年7組　佐々木 悠気  ［長束中学校出身］
　僕たち7組は優勝と合わせて全試合無失点という成
績を達成することができました。チーム全員がサッカー
が上手だったので頼もしかったです。そしてクラスメイト
の川崎くん（監督）の的確な指示にも助けられました。

2年8組　松尾 有海  ［五日市中学校出身］
　担任の先生からの期待に有言実行で応えることができました。1番緊張した
試合は初戦の5組戦です。3セット目のデュースの時には、負けたらどうしようと

いう気持ちでいっぱいでした。勝った時には嬉し
い気持ちとよかったという安心感からみんな涙
が止まりませんでした。失敗しても支え合う気持
ちとクラスの男子も応援しに来てくれた事が優
勝に繋がったのだと思います。

2年3組　森好 真仁  ［東原中学校出身］
　僕はオセロの主将を務めました。昨年も主将を
務めて優勝していたので見事に連覇を果たすこ
とができました。今年も昨年もチームに恵まれ勝
ち上がりましたが、来年は分かりません。けれど
も、三連覇を目指してオセロに出場したいです。
今年は一敗してしまったので、来年は無敗で優勝
できればいいなと考えています。

2年

13


