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2021 Congratulations on
your graduation

祝
卒業

ることば

いま、旅立つ君への祝辞

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。

かこんな事態になることを1年前に予想したでしょうか。

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、
ご

山口 健治

もしこの場に、
この度のコロナウィルス感染症にて、大切な方にご不幸
がお有りでしたら一言お詫びを申し上げたうえで、
お話しさせていただき
ますが、私たちは、
この
「まさか」
から、多くも学びました。

理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

友達と会うことの大切さや、
身体を動かすことの爽快さ。

男女共学二期生として入学された皆さんは、天真爛漫で元気な

オンライン授業では、
テレワークにも対応できるスキルを獲得しました。

イメージの一期生に対し、落ち着いた雰囲気で、大人のイメージを

マスクと手洗いでインフルエンザを防げることも確認できました。

持つ学年でした。

そしてなによりも、
日常の生活を送れることが、
どれだけ幸せであるか、
な

そんな皆さんは、平素より真面目に授業を受け、
このまま順調に高
校生活を送れるものと思っていたことでしょう･･･そのはずでした。

んの疑問もなく学校に来ていることは、
当たり前ではなく、
とても幸せなこと
だと気づきました。

しかし、2年生の12月、
中国内陸部の湖北省武漢で、原因となる

今この瞬間、皆さんに注がれている温かい視線にも感謝しましょう。

病原体が特定されていない肺炎の患者が59人確認されました。

この1年間、
あなたたちの周りの大人は、顔には出さなかったものの辛

翌年の1月15日に初めて国内での感染が確認されるや、1月30日

抱を強いられる生活を送られたはずです。
しかし同時に、今、立派に高

には、WHOが
「国際的な緊急事態」
を宣言し、2月3日にはダイヤモ

校を卒業するわが子の晴れ姿を見て、堪らない幸せと満足感に浸って

ンド・プリンセス号が横浜に寄港、712人の感染が確認され、13人が

おられることとも思います。

亡くなられました。

皆さんの恩返しは、
これまでの経験と学びを自身の将来の幸せに

以降の爆発的な感染拡大状況は、皆さんご存じのとおりです。

生かし、持続可能で、心豊かな未来の社会に貢献できる人になること

学校にも大きな影響が及びました。2月27日、
当時の安倍首相が、

です。

全国すべての小中高校に臨時休校要請をし、3月2日から春休み

1学期に、生徒会の1、2年生が私の部屋に来てこう言いました。

いっぱい臨時休業となりました。
4月7日の始業式からの登校再開となりましたが、7都府県に緊急
事態宣言が出て、4月15日から5月いっぱいStay Home、休校の対

「お世話になった先輩たちがこのまま卒業されるのは気の毒です。思
い出を作ってあげたいんです。
だから校長先生、
どうしても学校祭を実
施してください」

応を取りました。
オリンピックは延期、皆さんはこれまで頑張ってきたクラブ活動の成

学校祭が終わった後で、3年生の女子生徒が私のところに来てこう
言いました。

果を試す場さえも失ってしまいました。
ともに頑張ってきたクラブの顧問の先生方は、皆さんのことを考え

「校長先生、
いろいろと悩まれたと思いますが、学校祭を実施して頂
いてありがとうございました。
お陰でけじめがつきました」

るとやり切れない思いでした。学校の中でも意見がぶつかり合うことも
多々ありました。

先日、学校祭を実施したいと言ってくれた2年生の修学旅行を中止
しました。

様々な教育活動の中止、延期は、私たち教職員の気持ちを追い

先はまだ見えません。

込みました。

ずっと共存しなくてはいけないのかもしれません。

しかしそういう状況下において、唯一私たちの心の拠り所となった

それでも人生は、必ず良いことの方が多いはずです。

のは、
皆さんの明るさや朗らかさでした。

朗らかに笑顔で生きましょう。

6月1日の登校日、久しぶりにクラスの仲間たちと
「おはよう」
という挨

自分自身の人生を大切にすること、誠実に生きましょう。

拶や、大きな歓声が聞こえたとき、工大高校中に張り巡らされた毛細

その時々の状況にしなやかに対応して生きましょう。

血管に、一気に血液が流れていくような熱と喜びを感じました。
生徒が学校に元気で来てくれるという、
こんな当たり前のことに、

私たち教職員は、
これからも皆さんの応援団として、仲間として寄り添
い続けます。

改めて幸せを感じ、感謝する私たちを確認することができた瞬間で

最後になります。

した。
「人生には三つの坂がある。上り坂、下り坂、
まさか」
とよく言われ
ます。
最初はいつもの新型インフルエンザくらいの気持ちでした。誰がまさ

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
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令和3年3月1日

第

59回

広島工業大学高等学校

開催

学校 祭
令和2年

11月10日（火）

将来、令和2年を思い出すとき
「コロナウイルスのせいで〜が中止になった」
ということが多く出てくることでしょう。
しかし、
そんな中でも何か行事を行いたい、
という生徒や教職員の想いは強く、
感染対策を行いながら学校祭の開催にこぎつけました。
テーマは
「Just Do It」
例年にない制限の中、生徒たちは工夫を凝らして準備をし、
展示やイベントを行いました。
マスクで顔は隠れても目はキラキラ。
充実した一日を過ごしました。

生徒会長
2年3組 山床 恭平 ［宮島中学校出身］
多くの学校が学校祭を中止する中、本校では受験を
控える3年生のために、
なにか思い出に残るものを作る
ことができないかという思いを生徒会から学校に伝え、
学校祭を開催することとなりました。感染拡大という大
きな不安もありましたが、一人ひとりが消毒を徹底し、密
を避ける行動をとったおかげで無事終えることができま
した。
ステージ発表はとても盛り上がり、
コロナ禍とは思
えないよい学校祭になったと思います。
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ることば

祝
卒業

いま、旅立つ君への祝辞

同窓会会長

長谷川 光夫

ＰTA会長

村重 圭子

学校内外を華やかに彩るばらを始めとする

ご卒業おめでとうございます。
心より御祝い申

花々、明るいウィステリアガーデン、設備配置が

し上げます。

美しく時折姿を見るラボちゃんのいるALC、

2020年は、
新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で休校、
オンライン授業、
クラスター対策し

整ったサッカー場や運動場、広大なMSC、そし

ての部活動、
さらに３密を避けながらの受験勉強

て知識が豊富で、人を引きつける話術をお持ち

など予期せぬ事が多く起こりました。
世界中の人々も感染防止対策に追わ

の校長先生や教頭先生をはじめとするたくさんの先生方、個性あふれる

れ経験したことのない社会現象となっています。
近年は、
よく
「予測不可能

友人や同級生たち。皆さんはたくさんの素晴らしさに囲まれて、勉強や部

な時代」
と言われます。
今回の新型コロナウイルスによる感染拡大を含め、

活動などの高校生活に全集中する日々を過ごしました。
これからも好奇

温暖化による地球環境の変化や、
ＡＩ
・
Ｉ
Ｔなどのテクノロジーの急速な進化

心、柔軟な発想、未知への挑戦の心意気を忘れないよう、
さらに心を燃や

の中、
誰も将来について正確には思い描けない時代となっています。
しか

し続けてください。
最後に、皆さんがたくさんの幸せに出会えることを心から祈っていま

しながらこのような状況を世界のすべての人が乗り越えようと、新しい生

す。卒業おめでとう。

活スタイルと社会活動が生まれてきています。
いつどんな事があろうとも、
社会の激しい変化に対応するため、
生涯学び続けて行く事が大切です。
人生は学びと挑戦と成長の連続です。
その為の努力を惜しまないでくだ
さい。
どうか皆さん、
これからの人生にいろいろな事が起こると思います
が、
「感謝」
の思いを常に持ち、
「出会い」
を大切にし、
何事も恐れず、
ひるま
ず挑戦して下さい。
どんな経験も必ず皆さんを育ててくれます。
新たな門出に際し、
更なる飛躍と今後の活躍をお祈りします。

3年1組 担任

荒木 士朗

3年2組 担任

先生

これから新しいステージに進む皆さんに次
の言葉を送ります。

可能性に満ちた未来に向かって溌溂とした心で向かっていってく
ださい。
卒業おめでとう。

飯干 学

先生

３年生の皆さん、卒業おめでとうござい
ます。
ここで過ごした３年間、楽しいことばかり
でなく辛いことも多くあったと思います。
し
かし、皆さんには共に悲しみ、励ましてくれ
る仲間がいました。これから皆さんが切り拓く道にも、
また多くの
出会いが待っています。苦しい時にも仲間を大切に、共に乗り越
える強さを持っていてください。それぞれが進む道で一生懸命に
歩み、幸せな実りある人生を送ることを祈っています。

「青春とは人生のある期間をいうのではなく
心の様相をいうのだ。
優れた創造力、
たくまし
き意志、
炎ゆる情熱、
怯懦をしりぞける勇猛心、
安易を振り捨てる冒険
心、
こういう様相を青春というのだ。
」
サミュエル・ウルマン
『青春』
より

3年3組 担任

静間 三紗

3年4組 担任

先生

卒業おめでとうございます。
工大高での3年間で様々なことを学び、経
験し、成長できたのではないかと思います。
これからみなさんは様々なステージで活躍し
ていくと思いますが、
これからも物事を常に
前向きに捉え、全力でチャレンジしてみてください。みなさんの「可
能性は無限大‼」
だとずっと信じています。夢に向かって惜しみなく
努力を続けることは、決して恥ずかしいことではありません。
まずは
自分の中に限界を作らず、夢を諦めることなく、何事にも全力で一生
懸命にがんばってください。
これからも応援しています‼
〜Dreams Come True〜

山科 亮

先生

卒業おめでとうございます。
「心が変われば態度が変わる。
態度が変われば行動が変わる。
行動が変われば習慣が変わる。
習慣が変われば人格が変わる。
人格が変われば運命が変わる。
運命が変われば人生が変わる。」
どんな時でもまず変えるべきは自らの心だと思います。
このこと
を忘れず強くたくましく人生を歩んでいってください。応援してい
ます。
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3年5組 担任

高木 達也

3年6組 担任

先生

卒業おめでとうございます。
この3年間で皆さんの魅力を多く発見する
ことができました。そして、
この1年間で皆さ
んの成長をたくさん感じました。けれどこの
先、皆さんの想いや行動が周りに認められな
い瞬間も多くあるかもしれません。そんなときは落ち着いて「なぜ」
認められないのかを考えてください。そしてその原因を打破するた
めの行動をとってください。それが更に飛躍していくために最も大
切なことだと僕は思います。
皆さんの魅力が活かせるよう、不撓不屈の精神でどろくさく努力
し、
自分の限界を突破し続ける人生を歩んでください。

3年7組 担任

宮地 航

3年8組 担任

先生

野間 大資

3年10組 担任

先生

熊谷 絵理

小篠 和幸

先生

3年生の皆さん、卒業おめでとうござい
ます。
皆さんがこれから新たな世界へ飛び込
んでいく中で、壁にぶつかることも多くあ
ると思います。そんな時こそ歴史からヒント
をもらってみてください。過去に起こったことを変えるのは難しい
ことですが、過去をヒントにして未来を変えることは決して難しく
ありません。そうして壁を乗り越えた皆さんが将来、自分の夢を叶
えていることを期待しています。

まさに今、人生の岐路。新しいことが始まる
瞬間。変化の中でまた一つ、チャレンジがで
きる時間がやってきました。一人ひとりのた
めの新しい時間の扉が開かれる瞬間です。
明るく前向きに君たちの想いを形にして、思
いっきり楽しんでください。
いつでも、
みんなの心の内にPositive Mental Attitudeがある
ように!
最高に温かな気持ちになる３年間でした。幸せになるんだよ！卒
業、
おめでとう！
！

3年11組 担任

先生

卒業おめでとうございます。皆さんとの１
年間は明るく楽しいものでした。
クラスマッチやクリスマスカード&クッキー
作りなど心根の優しい様子を見ることがで
き、温かい気持ちになりました。
私からの送る言葉は
「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いってほしいと思います。仲間を大切に、笑顔
で一生懸命に頑張ってください。

卒業おめでとうございます。高校3年間
で、たくさんの経験はできましたか？
これから先、たくさんの経験をしていくと
思います。3年間で学んできたことを活か
し、果敢にチャレンジしてください。
そんな時に大切なことが、
まずは全力でやってみる事です。
結果は、後からついてきます。結果のことを先に考え、踏み出せ
ない一歩ではなく、果敢に踏み出した一歩から成功への道を探し
出してください。
“失敗は成功のもと”です。失敗した分だけ必ず成功に近付きま
す。成功のカギは成功するまでやってみるだけです。

3年9組 担任

井上 大智

長山 佳嗣

先生

卒業おめでとうございます。
思えば今年度は、オンライン授業に始ま
り常に体調管理に気を配りながら、進路に
向かって団体戦、そして総力戦を戦いきっ
た充実した１年でした。
これからは今まで以上に厳しく責任が求められます。新しい環境
で自分をしっかり鍛えて、社会に貢献できる人になってほしいと思
います。
ご両親に感謝し、夢や目標に向かって日々努力を継続して
ください。
今後の活躍を心から期待しています。

生徒会長

先生

卒業おめでとうございます。
皆さんにとって、工大高校での３年間はど
んな３年間になりましたか。皆さんと共に歩
んできた３年間は、私にとって一生の財産と
なりました。
これからの人生、
きっと大変なことも沢山あると思いますが、その
何倍も楽しいことがあることでしょう。やれるだけやり切ったかは自
分にしか分かりません！自分に嘘をつかず、
しっかりと向き合って、
ど
んなことにも挑戦し続ける人であってほしいです。

山床 恭平（宮島中学校出身）

3年生の皆さんご卒業おめでとうございま
す。今年度は新型コロナウイルスの影響で不
安や苦難が多い日々となりました。
しかし、そ
のような中でも、先輩方の学校行事を全力で
楽しむ姿や将来のために必死に努力されて
いる姿はとても印象に残りました。そのような先輩方の姿を見習い、
この先の学校生活を乗り切っていきたいと思います。最後に卒業生
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。
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合格

愛媛大学

広島市立大学
情報科学部

社会共創学部地域資源マネジメント学科
スポーツ健康マネジメントコース
3年2組

3年5組

水国 みいな（廿日市中学校出身）

合格

3年10組

安田女子大学

合格

スポーツ健康科学部
スポーツ科学科

喜田 悠斗（宇品中学校出身）

なかなか勉強を始められない人が少なからずいる
と思います。そんな人には「〜したら勉強を始める」
と
いう方法をお勧めします。例えば自分の場合だと
「漫
画を一話読んだら」や「動画を一本観終えたら」
というように自分の中で勉強
を始めるトリガーを作っていました。自分は他にも
「〜時になったら勉強を始
める」
ということもしていましたが、
これはあまり効果的ではありませんでし
た。
また、勉強を始めても長時間集中できないという人もいるかと思います
が、長時間ずっと勉強している必要はありません。短時間に内容の濃い学習
をし、それを積み重ねればよいのです。自分は25分勉強、その後5分休憩と
いうサイクルで勉強しました。短い時間なら集中して取り組めると思うので
この方法もおすすめです。受験勉強は自分に合う勉強方法を見つけること
がスタートです。
自分に合う方法で志望校合格を勝ち取ってください。

ICTを用いて幅広い世代のニーズや生活リズム
を分析し、各々に合った運動を提案していきたいと
考え、私はこれらの研究に力を入れている愛媛大学を志望しました。学習面
では、中学生の時から苦手意識を持っていた数学を克服したいと思い、授業
中に腑に落ちないところがあれば、積極的に先生へ質問し、分からないとこ
ろがなくなるまで問題に取り組むことを3年間意識して行いました。私が一日
に何度質問しても、先生方は私が理解できるまで丁寧に質問対応をしてくだ
さいました。その結果、志望校に合格できただけでなく、数学検定2級も取得
することができました。
このように先生方と生徒の距離が近く、気軽に質問や
相談ができる雰囲気があることが工大高の魅力だと思います。魅力溢れる
工大高での学びを生かし、皆さん自身が納得のいく進路実現ができることを
祈っています。

順天堂大学

合格

合格

合格体験記

現代ビジネス学部
現代ビジネス学科

杉脇 藍人（城南中学校出身）

3年5組

座田 叶（五日市中学校出身）

私は大学受験に向けて人一倍努力し、入試と向き
合っていくことを心掛けました。私はダンス部の全国
大会での経験とその経験から得た主体性を武器にして入試に挑みました。早
い段階から自分の強みが活かせる受験形式を見つけていたことは、進路を
決定する上でとても大きかったです。一方、入試対策をしていく上で多くの
先生とかかわるため、
どの先生の意見を取り入れるべきかを判断するのが難
しかったです。
しかし、私がここまで悩めたのは先生方が親身になって考えて
くださったからだと思っています。そして私が成長するために大事にしたこと
は、積極的にアドバイスをもらうことです。厳しい言葉も、嬉しい言葉もたくさ
んもらいましたが、アドバイス一つ一つをしっかり受け止めて、最後まで努力
し続けたことが合格に繋がったと思っています。

私はこの大学に意地でも行きたかったため、自然
と頑張ることができました。結果を残すためには過
程が大事だと言われ続けてきたので、小論文の練習をし、スポーツ関連のこ
とで分からないことがあれば徹底的に調べました。受験に役立てるだけでな
く、自分自身の知識を広げることもできたので、調べてよかったと思います。
様々な場面で使うことができたので、皆さんも知識を広げることをお勧めし
ます。一人の力では決して大学に合格出来なかったと思います。先生や友
達、家族の支えがあってこその合格でした。支えてくれたすべての人に感謝
しています。

3年3組

山國 美来乃

（古田中学校出身）

優秀生徒賞

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。

私立中高
連合会表彰

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。

皆勤賞

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。

このような賞をいただけたことを大変うれしく思い
ます。私は高校入学まで検定試験を受けたことがな
かったので、1年生では検定の取得に力を入れまし
た。特に英語検定に向けての勉強に計画的に取り組
みました。一次試験までは過去問題を何度も解き、一日10分は必ず英語を聞
いていました。一次試験の合格が分かってからはすぐに二次試験の対策を始
め、何度も先生に練習をお願いしました。先生方の多くのサポート受け、たくさ
んの検定を取得することができました。
体育祭やクラスマッチでは緊張する場面が多かったのですが、友達の応援
やアドバイスのおかげで良い結果を残すことができました。
3年間、周りの人と支えあい、沢山のことに挑戦したことが、
この受賞につな
がったのだと思います。本当にありがとうございました。
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合格

環境学部
3年4組

広島工業大学

建築デザイン学科

工学部

宮部 恵梨（五日市中学校出身）

3年9組

3年8組

田川 楓太（庚午中学校出身）

広島工業大学

情報工学科

生命学部

山野 太吾（五日市中学校出身）

3年10組

私には将来システムエンジニアになるという夢が
あります。中学校時代の私は勉強が苦手で部活動と
の両立ができていませんでした。
しかし、
システムエ
ンジニアになるという夢ができ、その多くが取得している資格を取得できる
情報工学科への学園内推薦をいただくことを目指すことで勉強に取り組む
姿勢を作っていきました。日々の勉強や試験期間中は様々な誘惑に勝ち、集
中力を上げることで高得点を取り、志望していた学科に合格することができ
ました。皆さんも自分で目標を立てるとそこに向けて勉強できるので、頑張っ
てください。

合格

合格

情報学部

建築工学科

私は2年生の頃に学園内推薦においてHIT制度と
いうものがあることを知り、そこから評定平均の重要
性を感じました。
しかし、2年生以降の学習内容はそれ
までと内容や難しさも違い、評定の維持は簡単ではありませんでした。
テスト週
間では、
クラスメイトや友達にわかる範囲で説明しながら教えることで、
自分も
勉強することができました。勉強を続けるうちに少しずつ検定に合格すること
ができ、最終的には数学検定準2級を取得することができました。定期試験の
点数も上がり、
自信がつくようになりました。3年生になるまで希望する学部を
一つにすることができず、新型コロナウイルスの影響でオープンキャンパスも
Webでの実施となってしまったため、
もう少し早くから目指す学部を決めてお
けばという後悔もあります。
これからは自分の夢に近づけるように早めの行動
を心掛け、一日一日を大切にしたいと思います。
ここまで先生方のサポートや
家族や友人の応援には感謝しています。
これから受験する皆さんも周りの人た
ちへの感謝を忘れず頑張ってください。

私は中学校の時から建築デザインを学びたいと
考えていました。高校に入学してからは定期試験の
勉強に取り組むだけでなく、休まず学校に行って勉
強したり、英語検定2級や数学検定準2級を取得したりと、日々努力してきま
した。3年生になってからは、4月の休校期間や学校の休み時間を有効に使
い、試験に必要な教科の勉強を頑張りました。その結果志望した学科に合格
し、
さらに広島工業大学の奨学生になることができ、1年生の頃から頑張って
良かったと感じています。受験生になると不安や緊張で押しつぶされそうに
なりますが、皆さんも自分を信じて頑張ってください。

広島工業大学

合格

広島工業大学

congratulations
on your success!

合格

2021

合格

おめで

とう！

生体医工学科

大段 翔真（庚午中学校出身）

私には将来人を助ける職業に就きたいという夢が
あります。人を助けることに関わるために病院で働
きたいと私は考えました。そのためこの学科を志望
しました。学園内推薦をいただけるように、皆勤賞を目指して欠席しないこと
や定期試験の勉強、部活動に励んできました。日々コツコツと努力してきた
ことを良い結果につなげることができました。合格した今、3年間の努力が
実った達成感を味わっています。皆さんも一日一日を大切にし、夢を実現でき
るよう頑張ってください。

3年10組

3年4組

小池 智志

杉原 哲平

（井口中学校出身）

（古田中学校出身）

大きな賞をいただき、私の3年間の努力を評価して
いただいたことをとても嬉しく思います。
私がこの3年間様々なことに頑張れた背景には、部
活動の影響があります。私は顧問の先生から、部活動
の中で競技面のことだけでなく自分の弱さに対しての向き合い方や、課題克服
のためのプロセスの踏み方など様々なことを教えていただきました。その結
果、自身の競技力が上がるにつれて、練習や指導に対し、自分なりの理由を
持って行動ができるようになりました。
この「根拠を持つ」
という部分を学校生
活の中で効果的に応用することができたと思います。
この文章を読んでいる部活生の皆さん、練習の中で、是非根拠を持って行動
することを意識してみてください。その力は大事な場面で必ず支えになってく
れます。
皆さんの活躍を願っています。

このような賞をいただき大変光栄に思います。
この
賞は自分一人の力で得られるものではありません。
ど
んな時も生活を一番近くで支えてくれ、健康に育てて
くれた両親や、毎日学校に来たいと思えるほど楽しま
せてくれた友達、愛のある指導をしてくださった先生方のおかげだと思いま
す。
このような支えがあってこそのこの賞です。
この経験を大切にし、
これから
もいろいろな人の支えに感謝して心身共に健康で充実した生活を送れるよう
努めていきたいと思います。
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クラブ
活動

information

体育系

ソフトテニス部

令和2年度広島地区高等学校
ソフトテニス新人選手権大会個人戦
男子：ベスト16 1ペア、ベスト32 1ペア
女子：ベスト16 1ペア、ベスト32 1ペア
令和2年度広島県高等学校
ソフトテニス新人選手権大会個人戦
男子：ベスト64 2ペア、
女子：ベスト64 1ペア

テニス部

今年度は、実力が拮抗し
ている、勝たなければいけ
ない相手に負けてしまう試
合 が 多くありました 。来 年
度は、技 術だけではなくメ
ンタル 面も強 化し、上 手な
選手ではなく強い選手を目
指して練習に取り組んでい
きます。

県総体代替大会（３年生・個人）
男子シングルス：ベスト１６
新人大会（個人）県大会出場
男子シングルス：２人、
ダブルス：１組、
女子ダブルス：１組
新人大会（団体）
男子：ベスト１６

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

新型コロナウイルスの影
響で総体が中止となり、3年
生は悔しさの残る引退とな
りました。新チームは、まだ
まだ目標には及ばない結果
となっていますが、引き続き
精進していきます。
第73回全国委高等学校
バスケットボール選手権大会広島県大会
3回戦進出
第68回広島県高等学校バスケットボール
新人大会広島地区予選出場

第73回全国高等学校
バスケットボール選手権大会広島県予選出場

陸上競技部

令和2年度広島地区高校弓道新人大会
1年生男子団体6位入賞、2年生女子団体4位入賞、
1年生女子団体4位入賞、1年生女子個人3位、
5位入賞
令和2年度広島県高校弓道新人大会
2年生男子団体7位入賞
男子、女子ともに個人優勝

馬術部

新型コロナウイルスの影
響で多くの大会が中止とな
る中、
部員は自分たちに今で
きることに懸命に取り組み、
努力を重ねました。結果、地
区大会、
県大会ともに入賞で
き、特に県大会では個人戦
男女優勝という結果を残す
ことができました。多くの人
の支えがあって競技ができ
ることに感謝し、来年度は団
体戦、個人戦ともに県大会
優勝、
全国大会出場を目指し
て力をつけていきたいです。

ボート部
今年度の対外試合の実施は
１回のみでしたが、
日々の練習
の成果が実を結び始めました。
３年生の生徒は変化が多い中
で臨機応変の対応をし、悔し
い想いをぐっとこらえて後輩
たちに道を示してくれました。

令和２年度 中四国高等学校馬術競技大会
・L級障害飛越競技B ３位
乗馬：テンシノザール号
・L級障害飛越競技A ５位
乗馬：アルト号

女子バスケットボール部
は、新たに一年生を加えて、
現在部員が8人で練習をし
ています。
今年度は、大会にも出場
し、部としての新たな一歩を
踏み出しました。
①切り替え②人の話を聞
く・声だし③準備・片付けの
徹底④素直⑤コミュニケー
ションを積極的にとる
以上の5点を守りながら、
日々練習をしています。

弓道部
全国高校総体が中止とな
りましたが代替大会となる
全国高校陸上において入賞
を果たすことができました。
新型コロナウイルスの影
響で、大会数が少ない中で
も3年生全員が最後まで活
動してくれたことに感謝し
ています。

全国高校陸上2020
男子走り高跳び 7位
中国高校駅伝出場

感染症対策のため、県総
体（春）、選手権（冬）大会が、
残念ながら中止となりまし
た。新人大会において、
２年
連続して、個人で男女ともに
県大会出場枠を獲得、団体
（男子）
はベスト１６を勝ち取
りました。来年度も、
さらに安
定した成績、
レベルアップを
目指して日々切磋琢磨し、精
進していきたいと思います。

人とのつながり、そして愛馬と

男子：
（ダブルスカル）
県新人戦1位

のつながりを通して、
まさにこ
の年の正念場を乗り越えてき
ました。
次のステージへの飛躍
を信じて、
日々の活動で心身と
もに強く、そして人 馬一体と
なって進んで行きたいです。
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コロナウィルス拡大の影
響で、昨年度3月に出場予
定であった全国選抜大会が
中止に、9月に行われたイン
ターハイ代替大会も棄権し、
3年生にとっては不完全燃
焼の1年となりましたが、皆
さんが積み上げてきたもの
は今後の大きな財産です。
ご苦労様でした。
支えていた
だいた皆さんに感謝です。

クラブ
活動
体育系

サッカー部

県新人戦 ベスト4、中国大会出場決定
令和元年度広島県高等学校サッカー新人大会
ベスト16
第99回全国高校サッカー選手権大会
広島県大会 ベスト16
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 広島 1部8位

卓球部

目標としていた結果を残
すことはできませんでした。
内容、結果とも突き詰め
精進していきたいです。

第48回全国高等学校選抜卓球大会
（シングルス２部）広島県予選

男子バレーボール部

中国大会出場

第２８回中国高等学校新人バレーボール大会
第５位
広島県総合体育大会代替大会 準優勝
第73回全日本バレーボール高等学校
選手権大会広島県大会 準優勝

全国高等学校総合体育大
会が新型コロナウイルスの
影響で中止となりましたが、
代替大会で準優勝、第７３回
全日本バレーボール高等学
校選手権大会広島県大会で
も準優勝となりました。全国
大会へあと一歩の所で涙し
ました。来年度こそは優勝を
果たせるよう精進していき
ます。

令和２年夏季広島県高等学校野球大会出場
令和2年度秋季広島県高校野球大会
広島西地区大会 Aゾーン1位
令和２年度秋季広島県高等学校野球大会出場

全国高等学校野選手権大
会が新型コロナウイルスの
影響で中止となり、代替大
会が実施されました。初戦で
広島新庄に敗れましたが、3
年生が最後まで粘り強く戦
う姿勢に感動しました。来年
度は過去最高成績のベスト
4を超え、広島県を制するこ
とが出来るよう、
さらに鋭意
努力して参ります。

柔道部
新型コロナウイルス感染
症の影響により、剣道という
競技自体が大きく変わった
ような一年でした。県総体が
中止、代替試合も行われず、
3年生は無念のまま引退と
なってしまいました。1、2年
生は3年生の分まで、感謝の
気持ちを持って、日々の稽
古に励んでいきたいと思い
ます。

広島県高等学校柔道新人大会
男子個人 73㎏級第3位・90㎏級第3位
全国高等学校柔道選手権大会広島県予選
女子個人 52㎏級第2位

バドミントン部

【新人戦】
男子：学校対抗戦 3位
個人ダブルス ベスト16、個人シングルス ベスト16
女子：個人ダブルス ベスト16
【広島県学年別大会】
男子：2年ダブルス 3位
1年ダブルス ベスト8
女子：1年シングルス ベスト8

新型コロナウイルスの影
響で、多くの大会が中止とな
り、
３年生は不完全燃焼で終
わってしまいました。
しかし、
そんな中でも最後まで練習
した３年生の姿が後輩に大
きな影響を与えたと思いま
す。秋の新人戦は規模が縮
小されましたが、開催するこ
とができ県大会に出場する
ことができました。来 年 度
は、
さらなる飛躍を目指して
日々精進していきたいと思
います。

野球部

剣道部

令和2年度 広島県新人体育大会
個人戦の部、団体戦の部 出場

information

本 気で 文 武 両 道を体 現
し、柔道と勉強に熱心に励
んできたこの代を誇りに思
います。3年間ありがとうご
ざいました。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。

女子バレーボール部

「人として成長する」
を合
言葉に，日々の活動に取り
組んでいます。先行きが見
えない中で活動した1年で
したが，
「 チャンスが来た際
に掴める位置にいる」
ことを
考えながら練習を続けてき
ました。その成果が過去最
高の成績に繋がったのでは
ないかと思います。次は，中
国大会出場を目指します!!

第73回全日本バレーボール高等学校バレー
ボール選手権大会広島県予選会
ベスト16
令和2年度広島県高等学校新人バレーボール
選手権大会出場
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今年度より創部し、県大
会に2度出場しました。
１年
生１４人、
２年生１人が貴重
な経験を得た１年間になっ
たので来年度はこの経験を
活かし、ベスト４という目標
に向かって日々努力してい
きます。

クラブ
活動

information

文化 系

英会話部

今年度はベトナム・ニュージーランドからの留
学生訪問が中止となり、残念ながら国際交流の
機会はなくなってしまいました。校内の活動とし
ては、
ネイティブの先生と、外国の文化と日本の
文化を比較してプレゼンテーションを行いまし
た。
また、英字新聞を読むことにも挑戦しました。
継続して英語学習と異文化理解を深めていき
ます。

ダンス部

呉 DANCE STREET CUP 2020
呉市長杯 第2位
ダンスドリル中四国秋季競技大会
HIPHOP男女混成部門 Medium編成 第2位

写真部

全国高等学校総合文化祭高知大会に1人出品
県高等学校写真連盟秋季大会
三席：2人 五席：2人
県高等学校写真連盟写真展 五席：2人

今年は新入部員として1年生を14人もお迎え
し、活気あるスタートを切りました。学校行事など
が中止に追い込まれたために校内での活躍の
場はありませんでしたが、個人として撮りたいも
のを追いかけてきた1年でした。来年度は、連盟
行事に参加して他校の写真部との交流を通して
撮影技術を高めていきたいです。

日本文化部

第４回全国高校生花いけバトル広島大会
（中国地区大会）出場

吹奏楽部

コンクールをはじめ、多くの演奏機会がなく
なってしまいました。そんな中、1学期終業式の
日には中庭でコンサートを開催。多くの生徒・先
生方に聞いていただくことができました。
またア
ンサンブルコンテストは映像を提出という新し
い経験でしたが、難易度の高い作品にチャレン
ジできました。今を充電の時期ととらえ精進して
いきたいと思います。

美術工芸部

学校行事のポスターを制作しました。今年度
はコロナ対策や休校の影響もあり、iPad内でデ
ジタル絵を描くことが多かったです。その他に油
絵・ステンドグラス・焼きコテ・粘土など幅広い
ジャンルの美術工芸を経験しました。来年も制作
に励みます。

校外での行事や全国大会が中止となり、実施
された大会もオンラインでした。ステージに立
ち、
たくさんの人に見ていただきながら技術を高
めていくことができず非常に残念でした。来年
度に向けて、力をつけていきたいと思います。

今年度は活動が制限されましたが、放課後茶
会やボタニカルキャンドル作り、ボランティア活
動等、部員企画の新たな活動を数多く取り入れ
ることができました。花いけでは複合商業施設
の装飾や動画配信等で声をかけていただき、
花と緑の普及活動に力を入れて取り組みまし
た。来年度も感謝の気持ち忘れず、お稽古に励
みます。

放送部

未来デザイン部

生徒会執行部

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響も
あり、各学校行事の活動が制限された一年でし
た。来年度は学校行事の裏方としての活動が行
うことができるよう願いつつ、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。自分
たちで創意工夫をし、段ボール素材を使用して
の「ものづくり」やプラモデル材料を購入しての
「ものづくり」
などを行いました。
また、
ドローンの操作も行いました。そこで、
次年度以降は学校紹介で使用できるような空
中からのビデオ撮影も活動に入れたいと考え
ています。

クラスマッチ、学校祭など学校行事の企画・運営
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今年度は、例年よりも大きな変化を伴う一年と
なりました。
クラブ紹介のオンライン化、
クラス
マッチの延期、学校祭の大幅な内容変更などで
す。全ては新型コロナウイルス感染症が原因で
す。
この状況をただのマイナス要因として考える
のではなく、困難な状況が自分を成長させるチャ
ンスだと思いながら日々の活動に取り組みまし
た。来年度は、
どのような活動ができるか全く見
通しが立ちませんが、
今年度の経験を活かして学
校行事の企画・運営に取り組みたいと思います。

