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北信越総体2021
輝け君の汗と涙

インターハイ

　コロナ禍のなか、生徒たちは工夫を重ねながらトレーニング
を積み重ねてきました。そして、県総体・中国大会を勝ち上
がった3クラブがインターハイ出場を果たしました。

芸術鑑賞

　自分にとって、インターハイは憧れの舞
台であり、中学校時代からの目標であり、な
により「夢」でした。中国大会で優勝し、イン
ターハイ出場が決まった時、体はもうボロ
ボロだったけれど、この上ない幸せを感じ
ました。
　インターハイで自己記録を上回
ることはできませんでしたが、悔
いのない走りをすることができま
した。力も技術も考え方も研ぎ澄
まされた全国の強豪と競うことの
できた、忘れられない思い出で
す。私はこれからも競技を続けま
す。次は全国で圧勝したいので頑
張ります。

陸上競技部
日時：
場所：

7月28日（水）～8月1日（日）
福井市 9.98スタジアムにて

2年5組　森田 優也（五日市中学校出身）
3年1組　栂　 弦輝（庚午中学校出身）

●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

I Tパスポート試験
情報処理技術者試験
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体育祭
学校祭
芸術鑑賞
新類型K－STEAM類型
CL（クリエイティブ・ラーニング）コース
インターハイ／中国大会
ITパスポート試験

学校祭

体育祭
　日本から世界に羽ばたく際に身分を証明するために「パスポート」が必要であるように、IT化が進
んだ現代社会に羽ばたくために社会人として必要な基礎的能力を有していることを国が証明する試
験（パスポート）として「ITパスポート」が誕生しました。具体的には、新しい技術（AI、ビッグデータ、
IoT など）や新しい手法（アジャイルなど）の概要に関する知識をはじめ、経営全般（経営戦略、マー
ケティング、財務、法務など）の知識、IT（セキュリティ、ネットワークなど）の知識、プロジェクトマネジ
メントの知識など幅広い分野の総合的知識を問う試験です。

　試験は8月インターネットを通して行われ、本校から2人の合格者が出ました。2人は事前に参考書
等で予習を重ねたとのこと。IT技術だけでなく、経営関係の知識など、普段の学習ではまだ学んでい
ないことまで身につけたとのことです。

中国大会出場中国大会出場 日本文化部 ダンス部 柔道部

ボート部 テニス部 陸上競技部（10種目14人） 陸上競技部（駅伝）

日時：
場所：

7月29日（木）～8月1日（日）
上越市 謙信公武道館にて

　これまでは仲間とともに大会へ出場してきました
が、初の全国大会は一人で挑む大会となりました。
これまでにない緊張感が漂う中、予選では「皆中」
（４射４中）で予選を通過し、準決勝へ進むことがで
きました。準決勝で４射１中という結果は残念でし
たが、初めての「全国」という舞台、予選では四本と
も的中できたこと、準決勝の最後の一本を当てるこ
とができたことは、全力を尽くせた結果だ
と思います。たくさんの人たちに応援して
いただき、支えてもらい、褒めて頂いた私
はとても幸せ者だと感じています。感謝
の気持ちでいっぱいです。貴重な体験と
思い出を作ることができました。

弓道部
３年4組　藤田 伊桜里（観音中学校出身）選手

3年4組　水木 大地（己斐上中学校出身）選手

　インターハイでは目標を達成できなかった悔しさはありますが、よ
い経験ができたという充実感も感じています。他の選手へ尊敬の念
を抱くのと同時に、自分の力や技術の未熟さ、メンタルの弱さを痛感
しました。しかし、全国大会までの
道のりを知ることができたことは
貴重な経験でした。これを2年生で
知ることができたことをプラスと
とらえ、この冬しっかり練習を積ん
で、来年は勝負に行けるよう準備
を重ねたいと思います。

2年5組　前田 朔良（五日市観音中学校出身）選手

　ボート部は、ダブルスカルで令和３年度全国高
等学校総合体育大会に出場しました。目標であ
る準決勝進出はできませんでしたが、全国大会
という大舞台で、最後まで全力を出し切ることが
できたので満足しています。たくさんの人たちの
おかげで、３年間の集大成をこのような形で締め
くくれたことに感謝いたします。
予選タイム（順位）　3:31.10（3着）→準々決勝へ
準々決勝タイム（順位）　3:29.76（5着）→準々決勝敗退

日時：
場所：

8月15日（日）～19日（木）
美浜町 福井県立久々子湖漕艇場にてボート部

3年6組　森永 蒼生（三和中学校出身）
2年5組　前川 圭介（三和中学校出身）
2年6組　比良 隆成（五日市南中学校出身）

選手
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新型コロナウイルス対策をとりながら、2年ぶりに開催しました。
今年度から内容を一新、学籍番号による三色対抗となりました。
卒業するまでの3年間同じ色に所属します。
3学年が同じ色に属す「縦の繋がり」で活動するという、今までにない取り組みです。
また生徒による体育祭実行委員会を組織し、運営の主体を生徒に委ねました。
6月2日の第1回実行委員会を皮切りに、7月に色別ミーティングを実施しました。
緊急事態宣言が解除された10月には合同体育を行い、準備を重ねました。

久しぶりの学校行事。校内には生徒たちの歓声が響きました。
生徒の動きもよく、スムーズに運営できていました。
結果は白組の優勝。
新型コロナウイルス対策のため、観客席を設けることができませんでしたが、
当日は保護者の皆さん向けにYouＴubeで生配信を行いました。

赤組 団長  3年7組　松岡 昴希
　初めての試みで始まった体育祭で、よくわか
らないこともありましたが、みんなのおかげで
成功させることができました。
　学校全体の先頭に立ってまとめるのが初め
てで、とても緊張しましたが、「楽しみ」という気
持ちもありました。準備はとても大変で、実行
委員を辞めたくなる時もありましたが、みんな
がいたし、全学年の人達が協力してくれたおか
げで最後までやり遂げることができました。難
しい挑戦でしたが、とてもいい経験になったと
思います。
　赤組は3位という結果でしたが、この行事を
通じて、たくさんの生徒、先生方と関われたこ
とは私の宝ものです。赤組は私の中では1位
です。皆さん、お疲れさまでした。

体育祭
令和3年度

（五日市南中学校出身）

白組 団長  3年7組　若本 伊織
　初めての「縦割りでの体育祭」をして、大きな
充実感を感じています。実行委員を中心に生
徒全員が協力して盛り上げてくれたことで、こ
の体育祭が成功したのだと思うし、3年生で優
勝できたことは、高校生活での大きな思い出に
なることと思います。
　最終競技の色別選抜リレーでは、序盤最下
位だったのが、徐々に差を詰め逆転、最後には
1位となり、興奮しました。また綱引きでは、野
球部の生徒たちが前に出て、すごく声を出して
盛り上げてくれました。みんなが掛け声を出し
あうところは本当に頼もしく感じました。
　競技中の人も、応援をする人も、全員が楽し
そうにしていました。今年の体育祭は大成功
だったと思います。

（可部中学校出身）

青組 団長  3年8組　井川 丈瑠
　学年の枠を超えた3色対抗、生徒の実行委
員が主体となって運営するなど、初めて尽くし
でした。試行錯誤の連続で、上手く話しが通ら
なかったり、全体をまとめるのが大変でした。
しかし、実行委員の仲間が積極的に動いてくれ
て、練習も本番もスムーズに進めることができ
ました。1チーム350人以上をまとめるのは初
めてのことで、とてもやりがいを感じました。人
として成長できたと思います。結果は2位でし
たが結果に勝るものを得ることができました。
青組のみなさん、ありがとうございました。

（五日市南中学校出身）

水月 日10 13
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夏休み前から企画を始めましたが、
本格的に準備を始めたのは体育祭後。
生徒たちは毎日遅くまで残って準備を進めてきました。
頑張ったからこそ、完成した時の喜びも大きかったはず。
学校祭が思い出に残るものになっていればと思います。
どの企画もバリエーション豊かに、
工夫を凝らして作られていました。
みんなひとまわり成長し、頼もしい姿が見られました。
クラスの団結力を、また次の成長につなげてくれればと思います。
例年3年生は模擬店を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため
今年度は学校周辺の飲食店から商品を購入し、生徒に引き渡す形式で行われました。
販売のため各クラスとも色とりどりの装飾をし、
見た目でも味でも多くの人を満足させる企画となりました。
3年生は修学旅行、とびだせ青春！（遠足的行事）等が中止になった中、
記憶に残る学校行事になったと思います。
クラス企画で盛り上がることはもちろん、
有志の生徒によるステージ発表も非常に盛り上がり、
どの生徒も思い切り楽しんでいる姿が印象的でした。

コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度も一般公開はせず
学内のみでの開催となりましたが、
たくさんの笑顔が
溢れる一日となりました。

令和3年11月3日（水・文化の日）

生徒会長　2年1組　大薮 杏理奈
学校祭を終えて

　今年度の学校祭は外部の方の入場はありませんで
したが、本校の生徒たちで十分盛り上がるものだった
と思います。特に印象に残っている企画は高さ約
10mの巨大エアドームと、2か所で実施したステージ
発表です。企画を通して文化部の友人の頑張ってい
る姿に感動しました。また、学校祭の準備などでクラ
スメイトとの絆を深めることができました。来年度は、
新型コロナウイルスが終息し、保護者や外部の方も
一緒に楽しめることを願っています。

（井口台中学校出身）

校 祭学
“輝け青春”

第60回 広島工業大学高等学校
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　歌やダンスの表現がとても面白かったです。印象に残っているのは、
幕開き8人くらいで歌ったところです。ダンスはキレキレで、後ろからで
もはっきり見えるくらい口を開き、一人ひとりが楽しそうな様子は、素敵
だなと感じました。みんな輝いて見えました。また、あれだけ長くて早い
セリフを噛まずに言うなんてすごい、すごすぎです。あっという間の2時
間でした。

1年6組　梶田 和子 （井口台中学校出身）

　ストーリーとは別に、気づいたところがいくつかありました。一つ目は俳
優さんのせりふ回しです。場面によってはゆっくりはっきりしゃべるなど、
メリハリが感じられました。二つ目は照明です。登場人物の心情が前向き
な時には赤やオレンジ、暗い時には青や紫。感情が爆発するときには点
滅したりと、変化が感じられました。また冒頭で歌われたメロディが様々な
アレンジで歌われ、歌詞も相まってとても印象に残りました。

2年3組　薬師堂 和樹 （五日市南中学校出身）

　「新しい風を吹かせる」-北斎のセリフが自分に向けられているように感
じました。他の誰も経験したことのないものに挑戦するという、北斎の生き
ざま。今自分には叶えたい夢がありますが、それは簡単に叶えられるもの
ではありません。毎日不安で諦めそうになる日もあったけれど、このセリフ
が「本当にやりたいと思っていることを簡単に諦めない、挑戦してみれば
いい」という励ましに聞こえ、背中を押された気持ちになりました。沢山の
歌やダンスに感動しました。ミュージカルっていいなあ、と思いました。

3年6組　國本 紗希（五日市中学校出身）

芸術鑑賞

新類型
「K－STEAM類型 CLコース」

 ミュージカル
「北斎マンガ」（わらび座）

上野学園ホールにて

　時は江戸後期、鉄蔵（のちの葛飾北斎）は版元蔦屋重三郎から引
きあわされたおことと生活を始めます。戯作者曲亭馬琴や娘お栄と
の生活の中からたくさんの名作を生みだしていきますが・・・。
　「ものには何でも色と形がある。その一瞬の姿をこの手で写し取れ
た時、たまらなく愛おしくなる。なんて楽しい、なんて嬉しい。それが絵
師の仕事。」描くこと、生きることへの情熱にあふれた北斎の人生が
オリジナルミュージカルによって表現されました。

令和4年度、新しい類型が誕生します。

これらをベースとした創造性教育を通じて、これからの社会で生き抜く力を見つけていくものです。
この度新しい施設が完成しました。

＋ ＋ ＋ ＋

クリエイティブ・ラーニング

　CLL（クリエイティブ・ラーニング・ラボ）と名付けられた教室
には樹脂積層型３Dプリンター（3Dデータを基に樹脂を積層し
ながら立体物を作る）、光造形型3Dプリンター（液体樹脂を光
で固めながら立体物を作る）UVプリンター（コンピューターで
デザインしたデータを立体物にプリントする）、レーザー・カッ

ター（コンピューターでデザインしたデータを基に、レーザー光を
使って加工する）、SHOPBOT（木材加工用コンピューター数
値制御加工機）、ソーイングステーション（コンピューターでデザ
インしたデータを基に刺繍等加工する）などの最新設備が導入
されました。

6（火）7

S T E A MScience
（科学）

Technology
（技術）

Engineering
（工学）

Arts
（芸術・教養）
（あそび心）

Mathematics
（数学）
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インターハイ

　コロナ禍のなか、生徒たちは工夫を重ねながらトレーニング
を積み重ねてきました。そして、県総体・中国大会を勝ち上
がった3クラブがインターハイ出場を果たしました。

芸術鑑賞

　自分にとって、インターハイは憧れの舞
台であり、中学校時代からの目標であり、な
により「夢」でした。中国大会で優勝し、イン
ターハイ出場が決まった時、体はもうボロ
ボロだったけれど、この上ない幸せを感じ
ました。
　インターハイで自己記録を上回
ることはできませんでしたが、悔
いのない走りをすることができま
した。力も技術も考え方も研ぎ澄
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す。私はこれからも競技を続けま
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学校祭

体育祭
　日本から世界に羽ばたく際に身分を証明するために「パスポート」が必要であるように、IT化が進
んだ現代社会に羽ばたくために社会人として必要な基礎的能力を有していることを国が証明する試
験（パスポート）として「ITパスポート」が誕生しました。具体的には、新しい技術（AI、ビッグデータ、
IoT など）や新しい手法（アジャイルなど）の概要に関する知識をはじめ、経営全般（経営戦略、マー
ケティング、財務、法務など）の知識、IT（セキュリティ、ネットワークなど）の知識、プロジェクトマネジ
メントの知識など幅広い分野の総合的知識を問う試験です。

　試験は8月インターネットを通して行われ、本校から2人の合格者が出ました。2人は事前に参考書
等で予習を重ねたとのこと。IT技術だけでなく、経営関係の知識など、普段の学習ではまだ学んでい
ないことまで身につけたとのことです。

中国大会出場中国大会出場 日本文化部 ダンス部 柔道部

ボート部 テニス部 陸上競技部（10種目14人） 陸上競技部（駅伝）

日時：
場所：

7月29日（木）～8月1日（日）
上越市 謙信公武道館にて

　これまでは仲間とともに大会へ出場してきました
が、初の全国大会は一人で挑む大会となりました。
これまでにない緊張感が漂う中、予選では「皆中」
（４射４中）で予選を通過し、準決勝へ進むことがで
きました。準決勝で４射１中という結果は残念でし
たが、初めての「全国」という舞台、予選では四本と
も的中できたこと、準決勝の最後の一本を当てるこ
とができたことは、全力を尽くせた結果だ
と思います。たくさんの人たちに応援して
いただき、支えてもらい、褒めて頂いた私
はとても幸せ者だと感じています。感謝
の気持ちでいっぱいです。貴重な体験と
思い出を作ることができました。

弓道部
３年4組　藤田 伊桜里（観音中学校出身）選手

3年4組　水木 大地（己斐上中学校出身）選手

　インターハイでは目標を達成できなかった悔しさはありますが、よ
い経験ができたという充実感も感じています。他の選手へ尊敬の念
を抱くのと同時に、自分の力や技術の未熟さ、メンタルの弱さを痛感
しました。しかし、全国大会までの
道のりを知ることができたことは
貴重な経験でした。これを2年生で
知ることができたことをプラスと
とらえ、この冬しっかり練習を積ん
で、来年は勝負に行けるよう準備
を重ねたいと思います。

2年5組　前田 朔良（五日市観音中学校出身）選手

　ボート部は、ダブルスカルで令和３年度全国高
等学校総合体育大会に出場しました。目標であ
る準決勝進出はできませんでしたが、全国大会
という大舞台で、最後まで全力を出し切ることが
できたので満足しています。たくさんの人たちの
おかげで、３年間の集大成をこのような形で締め
くくれたことに感謝いたします。
予選タイム（順位）　3:31.10（3着）→準々決勝へ
準々決勝タイム（順位）　3:29.76（5着）→準々決勝敗退

日時：
場所：

8月15日（日）～19日（木）
美浜町 福井県立久々子湖漕艇場にてボート部

3年6組　森永 蒼生（三和中学校出身）
2年5組　前川 圭介（三和中学校出身）
2年6組　比良 隆成（五日市南中学校出身）

選手
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