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文化系

英会話部 吹奏楽部

ネイティブの先生といっしょに、外国文化と日
本文化を比べてプレゼンテーションやディス
カッションを行いました。日本・イギリス・カナ
ダ・中国の文化や習慣の違いを学ぶことで、異
文化理解を深めることができました。また、
Alice in Wonderland の絵本の翻訳を行い、
部独自の日本語訳が完成しました。英語の文学
作品を読むことで、日本語の奥深さも感じるこ
とができました。

写真部

広島県高等学校写真連盟秋季大会
四席：1名
広島県高等学校写真連盟写真展　
四席：1名　五席：2名

自分の撮影したいものをいろいろな条件で撮
影できるという手軽さもあって、今年も多くの部
員が入部してきました。今年もコロナ禍での活
動ということで多くの制限はありましたが、校内
コンテスト、宮島撮影会、写真連盟の大会への
作品出品、体育祭での記録撮影、学校祭参加な
どができました。

日本文化部

第5回全国高校生花いけバトル広島大会（中国地区大会）
ベスト4

ダンス部

令和3年度　ダンスドリル中国・四国大会秋季大会

文化部発表会・呉市長杯・学校祭・ダンスドリ
ル地方予選・広島県大会など、コロナウイルス
による様々な制限がある中で、人前で踊る機会
をたくさん頂きました。部員個人の能力もこの
一年で大幅に強化することができたと思いま
す。作品づくりの中で色々な意見の衝突もあり
ましたが、それも部員の成長に繋がったのでは
ないかと思います。次年度は全国に出場できな
かった無念を基に。より一層精進していきます。

試行錯誤しながら新たな活動を積極的に取り
入れてきた3年生の存在の大きさを実感する1
年でした。3年生がこれまで活動の幅を広げて
きたことにより、今年度は後輩が校外でお花を
いける機会が増えました。また、3年生が始めた
アダプト活動を1年生が引き継ぎ、ラジオの生放
送やテレビ番組の取材等、貴重な経験をさせて
いただきました。先輩の思いを受け継ぎ、来年
度もお稽古に励みます。

第62回広島県吹奏楽コンクール高等学校小編成部門
金賞

制限の続く中、文化部発表会や学校祭など、
演奏する場を持つことができました。そして、夏
の「吹コン」ではついに金賞を獲得することが
できました。換気やフェイスシールドの着用な
ど、制約が多い中でも、自分の音を磨き、仲間の
音を聞いて、「自分たちの音楽」を創る努力がで
きたと思います。

美術工芸部

体育祭や学校祭のポスターを制作しました。
普段の活動ではイラストコンテストに応募した
り、レーザー加工機でもの作りや紙粘土など幅
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。

生徒会執行部

昨年度に引き続き、コロナ禍の影響で制約が
ある中での生徒会活動となりました。しかし、体
育祭などで新しい取り組みを進めるなど、コロ
ナ禍だからこそ身に付いた力や経験があると思
います。この力や経験を来年度の生徒会活動に
活かしたいと思います。

未来デザイン部

「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、「ものづくり」に挑戦しまし
た。全員で取り組んだものとしては、体育祭で使
用した得点板の製作です。新しくできた工房の
機械も初めて使用し、楽しみながら製作するこ
とができました。
また、ドローンの操作も行いました。学校紹介
で使用できるような空中からのビデオ撮影を行
いたいと考えています。

放送部

私たち放送部は、コロナ禍の影響もあり、例
年行ってきた各学校行事での活動が制限され
るなど悔しい一年となりました。来年度は、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。
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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。
　男女共学三期生として入学された皆さんは、マンモス学年
の一期生586人、二期生423人に対し、281人と、控えめな入
学者数となりました。
　入学時よりとても落ち着きがあり、ちょっぴり大人の皆さんで
したが、「今年も良い生徒が入学してくれたな」と、私たちは喜
んだものでした。
　学業や部活動、学校行事等に一生懸命取り組み、順調
な高校生活の始まりではありましたが、1年生の12月、世界を
揺るがす事件が起こりました。
　中国湖北省武漢で、原因となる病原体が特定されていな
い肺炎の患者が59人確認されたのです。以降の感染拡大
は我々の経験してきたところです。
　
　私たちの日常、教育活動にも大きな影響が及びました。
　緊急事態宣言、Stay Home、臨時休校･･･。
　オリンピックは延期され、クラブ活動の大会も中止されました。
　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
を考えるとやり切れない思いを抱いておられます。

　ある時、生徒会の人たちが私に言いました。
　「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。だからどうしても学校
祭を実施してください」
　先輩を思いやる本当に深い一言でした。皆さんが私たちの
背中を押してくれたお陰で、学校祭を実施することができました。
　学校祭が終わった後、皆さんの1学年上の3年生の女子
生徒が私のところに来て、
　「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。お蔭様でけじめがつきました」と言い
ました。
　が、皮肉にもその後皆さんが最も楽しみにしていた修学旅
行を、中止することになりました。
　けじめをつけさせてあげられなかったことに悔いが残ります。

　コロナ禍の長期化により、次第に世の中は寛容性が失われ、

閉塞感に息苦しさを感じるようになりました。しかしそのような状況
下でも、私たち教職員の心の拠り所となったのは、皆さんの朗ら
かな笑顔であり、元気にグラウンドを走り回る姿でした。
　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、教職員として、改めて喜びや幸せ、感謝の気持ちを確認する
ことができました。

　今のこの状況はいつ収束するのでしょうか？ 第7波は来るので
しょうか？
　もしかしたらずっと共存しなくてはいけないのかもしれません。
　とはいえ人類は常に環境に適応しながら生き延びてきました。

　コロナを嘆くのではなく、朗らかに笑顔で周りの人たちを幸せに
しましょう。
　人、物、事を大切にしましょう。誠実さからあなたへの信頼が育
まれます。そして30年後の自分から「ありがとう」と言ってもらえるよう
学び、体験し、振返り、一歩一歩成長しながら自分自身の人生
にも誠実でありましょう。
　社会は目まぐるしい速度で進化します。片方から物事を見るの
ではなく、しなやかさが必要です。また、堅い木は強い風が吹き
続けたら折れてしまいます。しかし竹や柳はしなやかに持ちこたえ
ます。長い人生を生き抜くには、やり遂げる粘り強さが大切です。

　人生の目的は幸せになることだと思います。
　心豊かに生きてください。
　私たち教職員は、これからも皆さんの幸せを願い、応援団とし
て寄り添い続けます。

　最後になります。
　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
令和4年3月1日

長谷川 光夫同窓会会長

　皆さん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。
　今年も昨年に続き、コロナ禍での卒業ということになりました。みなさんの高校生活３年間の半
分以上は、コロナウィルス感染対策の影響を受け制約のある学校生活だったと思います。そんな中
での、授業・クラブ活動・学校行事のあり方も大きく見直され、縮小や中止となった事も多くあった
と思います。また社会では新しい生活様式が実践され、働き方のスタイルも大きく変わり、テレワー
クやオンライン会議等在宅勤務を取り入れた企業も多くあります。今後は学校や仕事の環境が大
きく見直されていく時代になって行き、この環境の変化にいかに対応していくかが問われる時代に

なってくると思います。
　これから新しい環境へと進む皆さんには、楽しいことだけではなく、苦しいこと辛いことも沢山あると思いますが、工大高には
卒業生の方が約３万人もいます。必ずどこかで先輩方と出会うことが有り、その出会いを大切にしていただきたいと思います。
そうすればきっと力になってくれると思います。どうか皆さんこれからの人生いろんなことが待ち受けていると思いますが、「感
謝」の思いを常に持ち「出会い」を大切に何事にもチャレンジする事を恐れず、粘り強く一歩一歩前進して行ってください。
　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。

水木 比呂美PTA会長

　3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
　高校生活はあっと言う間でしたね。
　皆さんにいつも「こんにちは」と声をかけたら、「こんにちは」と素敵な笑顔と爽やかなあいさつを
返してくれましたね。その度に幸せな気持ちになりました。いつもありがとう。

　皆さんが一年の3学期、コロナ感染拡大で世界中が大変なことになりました。
学校も休校になり、これからどうなるのかとても不安でした。夏休み明けに学校再開し、コロナ禍で

大変な時も皆さんは笑顔でいきいきと学校生活をすごしていらっしゃって、その頃一人も感染者が出なかったのは、のびのびと
学校生活をすごしているから、免疫力が高いのでは？ と、工大高校を誇らしく感じていました。
　一年越しで待ちにまった体育祭と文化祭、一生懸命、力を合わせて取り組んでいましたね。皆さんとっても楽しそうで笑顔が
あふれていました。皆さんが一生懸命になったこの思い出こそが一生の宝物です。この宝物を忘れず胸に抱いて、この先、皆さん
が自分の夢のためにやりたいことを見つけ一生懸命取り組み、思い切り楽しんで欲しいです。必ず人生が豊かになるコツです。
そして皆さんは才能の塊です。一人一人頑張った思い出があるとおもいます。「頑張れたこと」それが皆さんの才能です。当た
り前と思わず頑張った自分を見つけ出して誉めて上げてください。その才能が皆さんのこれからの人生を豊かにします。
　目の前に進む道を楽しみ自分に自信を持ち胸を張って皆さんの未来を輝かせてください。楽しみにしています。

大薮 杏理奈生徒会長  2年1組 （井口台中学校出身）

　３年生の皆さま、ご卒業おめでとうございます。
今年度も、昨年度に引き続きコロナ禍での学校生活となってしまいました。そのような状況下でも、
進路実現に向けて取り組む様子や、体育祭実行委員として全校生徒を引っ張っていく皆さんの姿
は、私たち在校生にとって目標とすべき存在でした。先輩方を見習い、 これからの高校生活を充実
したものにしたいと思います。
　最後に卒業生の皆さまの健康とこれからのご活躍を、在校生一同お祈り申し上げます。

2022 Congratulations � your graduati�
いま、旅 立つ君への祝 辞卒業

祝 贈ることば

朗らかに・誠実に・しなやかに
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2022 Congratulations � your graduati�

いま、旅立つ君への祝辞

嶽 祥吾 先生
3年1組 担任

　３年生の皆さん、卒業おめで
とうございます。
　「彩り」豊かな皆さんの新た
な門出を祝して、次の言葉を贈
ります。
　「大切なことは、大志を抱き、

それを成し遂げる技能と忍耐を持つことである。その他は
いずれも重要ではない。」
　皆さんは、どの世代よりも「忍耐」を学んだ学年です。多
くの悔しい思いを経験する中で、周りを気遣いつつ、ひた
むきに活動している皆さんを見て、成長を感じました。目標
に向かって自己を磨き、将来様々な分野で活躍されること
を願っています。

野間 大資 先生
3年3組 担任

　卒業おめでとうございます！
　３年間の高校生活、あっとい
う間に駆け抜けたのではない
でしょうか。色んなことがあっ
て、そのたびにいろんなことを
感じて。高校の時間はこれで

終わりですが、これから始まる新しい生活でもきっとそれ
は変わらないはずです。我慢を強いられる時もたくさん
あったはずです。それでも、毎日をポジティブに生き抜いた
これまで。きっとこれから歩んでいく道も今から始まる新し
い道もそのエネルギーで切り開いていける！
　みんながみんならしく、元気と笑顔とともにあることを
祈っています！

吉本 光宏 先生
3年2組 担任
3学年主任

　「人の世の幸不幸は人と人
とが逢うことからはじまるよき
出逢いを」
　私の好きな言葉です。君た
ちと出逢い、君たちと過ごした
この３年間は、私にとってかけ

がえのない時間になりました。ありがとう。これから進むそ
れぞれの道で、たくさんの人との出逢いが君たちを待ち受
けていることと思います。出逢いは宝、出逢いを大切に。君
たちがよき出逢いに恵まれることを祈っています。
　卒業おめでとうございます。   
   
   

能海 赳 先生
3年4組 担任

　卒業おめでとうございます。
　皆さんと出会った入学式か
らお別れの卒業式までの3年
間、長いような短いような、と
にかく密度の濃い時間でした。
みんなと一緒に怒って泣いて

笑って、楽しい毎日を過ごせたことを嬉しく思います。
　高校生活では、受験や部活、様々なことに挑戦したので
はないでしょうか。成功ばかりでなく失敗もあったかもしれ
ません。しかし、挑戦したことによって君達は間違いなく大
きく成長しました。
　4月からはそれぞれ新しいステージに立つことになりま
すが、これからも、真っ赤な情熱を燃やし、挑戦し続ける人
であって欲しいと思います。限りない挑戦を。

朝倉 舞 先生
3年5組 担任

　「念ずれば花ひらく」
　坂村真民さんの詩の一節で
あるこの言葉は、私が高校を卒
業する時に出会いました。
　一粒の種を蒔き，植物を育
てるように、一つの想いを心に

留めて努力をすれば、自ずと道は開けるという意味です。
これから先、うまくいかない時もあるかもしれませんが、傷
つくことを恐れないでください。その経験からしか学べな
いことがあるはずです。「今」を大切にしてください。
　教員生活で初めて送り出す卒業生がこの学年で本当に
よかった。３年間、一緒に挑戦してくれてありがとう。クラス
もこの学年も大好きです。
　卒業おめでとう。

大西 佳代 先生
3年7組 担任

　3年生の皆さん、卒業おめで
とうございます。
　たくさんの我慢を経験した
学年でしたね。今まで通りの経
験はできなかったのかもしれま
せんが、今まで経験できなかっ

たことを経験できたと思います。
　「ぱさぱさに乾いてゆく心を/ひとのせいにはするな/み
ずから水やりを怠っておいて　初心消えかかるのを/暮ら
しのせいにはするな/そもそもが　ひよわな志にすぎな
かった　駄目なことの一切を/時代のせいにはするな/わず
かに光る尊厳の放棄　自分の感受性くらい/自分で守れ/
…（茨木のり子）」
　これからの社会においても思い通りにいくことばかりで
はないでしょう。決して腐らずに、ご縁を大切にして、健康
第一に、自分が選んだところで花を咲かせてください。今後
の活躍を祈念します。

小篠 和幸 先生
3年6組 担任

　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。

田中 正信 先生
3年8組 担任

　卒業おめでとうございます。
　38年間の教員生活の最後の
年に、8組の皆さんとの奇跡的
な出会い。本当にありがとうね。
　一番残念だったのが、四国
でのラフティングなどを計画し

た「とびだせ青春！」とクラスマッチの中止かな。すなわち、
8組で何かをするということがなくなったことですね。悔し
かったなぁ。
　でもね、体育祭で前面に出ての活躍、あるいは裏方での
頑張り、競技の合間の笑顔などを見ていたときに、「8組に
限らず、皆さんの“この学年の一員”として担任でいれること
は本当に幸福だな」と実感しました。
　いよいよ旅立ちのときですね。縁する人を大切にして必
ずや幸福な人生を歩んでください。いつまでもお元気で！ 
さようなら！

卒業
祝贈ることば
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広島工業大学
工学部　電気システム工学科

3年5組　石風呂 直大（廿日市中学校出身）
　「エネルギーの変換効率」がこれからを生
きる私たちにとって大きな問題だと知り、解
決に向けチャレンジしてみたいと思ったの
が、この学科を志望するに至った理由です。
　私は面接に自信がなく、不安を抱えていました。しかし、担任の先
生や、面接指導をしてくださった先生が入試前日まで練習に付き
合ってくださったおかげで、自身を持って挑むことができました。先
生方、そして家族、友達には本当に感謝しています。これから社会に
貢献できるよう頑張っていきたいと思います。

広島工業大学
工学部　環境土木工学科

3年8組　岩岡 正樹（岩国東中学校出身）
　私が広島工業大学への進学を考えたの
は、中学2年の頃です。祖父から勧められた
のがきっかけで、環境土木工学科で学ぶこと
が、父の経営する会社で働くときに活かせると考えたからです。
　工大高を選んだのは、学園内推薦制度があるだけでなく、好きな
サッカーも思う存分できると考えたからです。学園内推薦のために
は、評定平均が大事であることから、定期試験だけでなく、日々の授
業や提出物なども大切にしました。また、受験に向けては、過去問と
面接練習にもしっかり取り組みました。
　広工大学園内推薦入試を考えている人は、日々の学習からしっか
り取り組んでおくといいですよ。

広島工業大学
情報学部　情報工学科

3年7組　梶本 昇吾（大竹中学校出身）
　私は小学校の頃からゲームがとても好き
でした。高校2年生の時、広島工業大学で、私
が興味のあるゲームなどのサーバーについ
ての学びができることを知り、大学の附属校である本校から、広工大
へ進学できることが、自分にとって大きなチャンスだと思いました。
　私は、自分の夢に向かってチャレンジできる人が、大学合格をつか
めると思います。皆さんもまずは夢を持って頑張ってください。

広島工業大学
環境学部　建築デザイン学科

3年1組　柳原 翼（吉島中学校出身）
　私は総合型での受験に臨むため、数学や
建築の専門知識、入試当日に作成する家の
模型に必要な設計図を頭に入れました。総合
型は3年間の高校生活を評価してくれる入試でもあります。普段の
テストや部活の成績や、英検などの資格、出席日数など多くの加点が
ありました。このように、一日で決まる入試ではなく、3年間の生活を
「受験」とする入試なのだと感じました。
　私の大きな力となったのは先生や友達、そして家族です。数えき
れないほどの支えがあったのだと、今、感じています。

広島工業大学
生命学部　生体医工学科

3年5組　嶋田 珠希（三和中学校出身）
　私は幼い頃から、自分の力で人を救いた
いという夢を持っていました。そして好きな
ことを職業にしたいという思いでこの学科を
志望しました。学園内推薦をいただけるように日々の授業に真剣に
取り組み、定期試験にも力をいれました。推薦を頂けて、3年間の努
力が実ったのだと実感がわきました。心残りは特待生の制度を詳し
く調べず挑んだため、実力を出し切れなかったことです。これから受
験する皆さんは早い段階から準備を始め、後悔の無いよう頑張って
ください。

山口東京理科大学
工学部　応用化学科
（学校推薦型選抜）
3年1組　大林 尚人（可部中学校出身）
　この大学を志望した理由は、STEM教育に
必要な幅広い知識をまなびつつ、教員免許
の取得を目指せるからです。ＳTEM教育や専
門分野の興味・関心が自身の特長と考え、学校推薦型選抜での受験
を決意しました。
　3年の10月まで部活動を行っていたこともあり、限られた時間の
中での学習習慣作りを意識しました。志望理由書作成や面接練習な
どで、先生方、家族、友人に支えられ、合格を勝ち取ることができたと
思います。皆さんも時間を大切にして日々頑張ってください。

叡啓大学
ソーシャルシステムデザイン学部
ソーシャルシステムデザイン学科
3年4組　簑田 華歩（七尾中学校出身）
　この大学は未来をデザインし社会にイノ
ベーションを起こす人材を育てる大学で、こ
んなにおもしろくて型にはまらない大学は他
にないと思い、志望しました。私は自分のためになるよう、いろいろ
な経験をしようと考え、一年次からニュージーランド語学研修に参加
し、コロナ禍以後はオンラインで行われたJICAプログラムに参加し
たり、企業が実際に行っているSDGｓの取り組みを調べて、ノートに
まとめたりしました。叡啓大学は個性を大切にしている大学なので、
志望理由書は自分が思い描いている社会のイノベーションの仕方を
書いて、自分の色を出す工夫をしました。
　先生や仲間からフィードバックをもらい、自分の考えを自分の言葉
で表現することが合格への道だと思います。

関西外国語大学
外国語学部　英米文学科

3年3組　秋山 大地（祇園東中学校出身）
　私は野球部に所属し、3年生の7月まで部
活と並行して勉強を頑張っていました。部活
から帰った後、少しでも勉強するということを、
2年生の1月から始めました。部活動で疲れていても少しずつ机に座
る習慣を身につけたおかげで、本格的に受験勉強を始めるまでに多
くの基礎知識を身に着けることができました。学習習慣が身につい
ていたおかげで、引退してからすぐ受験に気持ちを切り替えること
ができたと思います。少しずつでも継続してよかったと思います。

広島修道大学
経済科学部　現代経済学科
（総合型選抜）
3年2組　菊水 健（仙北中学校（盛岡市）出身）
　私が苦労したことは具体的な目標がなかっ
たことです。それでも自分の好きなことから
探っていき、本や雑誌から自分が学びたいこ
と、そして学部学科を見つけることができました。志望理由書を書く
際にも、自分の考えと大学での学びを結び付けて作ることができまし
た。ですから、私は総合型選抜を利用してよかったと思っています。
　後輩のみなさんも、具体的な目標が見つかっていない人が多いの
ではないかと思います。しかし、そんな人こそ総合型選抜を利用する
ことで、自分と見つめあえるいい機会になると思います。

安田女子大学
教育学部　児童教育学科

3年6組　石井 悠（安佐南中学校出身）
　自分の実力よりレベルの高い大学を志望
したので、周りの大人からは厳しいと言われ
ることもあったのですが、あきらめずに努力
しました。受験が近づくにつれ、弱音を吐いたり、辞めたくなった時も
あったのですが、担任の先生や家族・友達に励ましてもらって頑張る
ことができました。あの時あきらめなかったことで第一志望に合格す
ることができたのだと思います。
　今の自分よりレベルの高い大学を目指そうとしている人は、諦めず
自分の力を信じ、周りの人たちの励ましも力にして頑張ってください。

広島市立
看護専門学校
3年3組　松本 紗空（江波中学校出身）
　私は数学が嫌いでした。しかし受験勉強を頑
張るうちに、好きになりました。「この学校に行
きたい」という気持ちは、人を変えることがで
きると思います。受験はとても大変で、嫌になることもあると思うけど、
みんなで一緒にがんばることで、友達との仲も深まるとわかりました。
お互いに応援しあうことで、「友達ががんばっているから自分もがんば
ろう」と思えました。面接の時も、「今、違う場所で友達も頑張っている」
と思うことで緊張がほぐれました。合格の知らせを聞いたとき、嬉しかっ
たのはもちろんですが、友達の合格を聞いた時の喜びも格別でした。
　受験は厳しいし大変だけれど、自分がどれだけ周りの人に支えられ
ているか気づかされるきっかけになりました。周りの人を大切にして、
これからも頑張っていきたいと思います。

広島市行政事務
Ⅱ種（公務員試験）
3年6組　森谷 遥（五日市南中学校出身）
　2年生の1月、公務員になることを決め2月
末に塾に入りました。そこには思った以上に
生徒がいました。現役高校生だけでなく大学
生もいて、すごく刺激になりました。7月からは塾の自習室にも通い
始め、目標は8時間、毎日最低でも5時間勉強を続けました。努力が
結果になって返ってきて、頑張ってよかったと思います。
　受験勉強はとても大変でしんどいこともあると思いますが、諦め
ずに頑張ってください。
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体育系

体育系

令和3年広島県高等学校総合体育大会個人戦
男女ベスト64
令和3年広島地区新人選手権大会団体戦
男女ベスト16
令和3年広島県新人選手権大会個人戦
女子ベスト32
令和3年広島地区インドア新人選手権大会個人戦
男子ベスト16

今年度は練習時間の短
い中、昨年度よりも良い結
果を残せた大会が増えまし
た。これも部員が各自で考
え工夫した結果だと思いま
す。来年度は男女ともに目
標としている中国大会に向
け、日々の練習を無駄にせ
ず、全員で協力しながら頑
張っていきます。

ソフトテニス部

令和3年県総合体育大会 県大会出場（個人：男子2名 女子1名）
男子ダブルス ベスト16、男子団体 ベスト16
令和3年県新人大会 県大会出場（個人：男子4名 女子1名）
男子ダブルス ベスト16　男子団体 ベスト16
女子シングルス ベスト32 → 中国大会出場
令和3年県選手権大会 県大会出場（個人：男子4名）

新人戦県大会（個人）にお
いて、女子シングルスで（１
名）初の中国大会出場を果
たしました。選手権大会地区
予選（個人）では、男子シン
グルス３名・ダブルス２組が
県大会出場計５枠を獲得し、
県内屈指の実績を残してい
ます。感染症禍で制限はあり
ますが、日々の練習を大切
に目標へのチャレンジは勿
論のこと、人としても成長で
きるよう精進いたします。

テニス部

第69回広島県高等学校バスケットボール新人大会
出場

総体地区予選では惜しく
も敗退となり、県大会出場
を果たすことができません
でした。しかし、3年生の悔
しさを引き継ぎ、新チーム
では新人戦で県大会出場
を果たしました。日々の練
習を大切にし、少しでも多く
勝ち上がることができるよ
うに精進していきます。

男子バスケットボール部

第69回広島県高等学校バスケットボール新人大会
出場

３年生が中心となって元
気の良いチーム作りができ
ました。その中で成長した
1、2年生が新人戦で県大会
初出場を果たしました。3年
生が作ってくれた元気の良
いチームを引き継ぎつつ、
更なる成長を目指し日々練
習に取り組んでいます。

女子バスケットボール部

福井県で開催されたイン
ターハイに2名出場するこ
とでき、5年連続の全国大
会出場を果たすことができ
ました。また、中国高校新人
にも過去最多の14名が出
場し、来年度徳島県で開催
されるインターハイに向け
ても気合が入っています。
「つねに感謝・いつも謙虚・
いつか感動」をモットーにこ
れからもチーム一丸となっ
て取り組んでいきます。

陸上競技部
県選手権大会で上位入
賞することができ、男女とも
に中国大会に出場すること
ができました。また、県総体
個人戦で2位に入賞し、念
願かなって新潟県で開催さ
れたインターハイに出場す
ることもできました。コロナ
禍にあっても、多くの支えに
よって競技ができ、実績を
残せたことに感謝をし、今
後とも部員一同射技の向
上に努めていきたいと思い
ます。

弓道部

年に3回ある高校馬術連
盟主催の大会のうち、全国
大会の予選のみの開催とな
りました。選手は予選突破
を目標に日々、愛馬と向き
合い努力と研鑽を重ねてき
ました。結果は残念ながら
予選敗退となりましたが、
騎手として、スポーツマンと
して、そして一人の人間とし
て大きな成長を感じた瞬間
でした。人馬一体、人も馬
も、チームワークを大切にし
て精進してまいります。

馬術部
今年度もダブルスカルで
全国大会出場を果たし、そ
の意思を引き継いで、1・2
年生が新チームで活動して
います。高体連のマークが
示している「体力・技術力・
精神力」はどれもまだまだ
全国レベルの域ではありま
せんが、今年度も全国大会
出場を目指し日々精進しま
す。3年生一人で支えてくれ
た森永君、ご苦労様でした。
支えていただいた皆さんに
感謝です。

ボート部

令和元年度新人戦
ベスト4 → 中国大会出場へ
第74回広島県高等学校総合体育大会
ベスト4
第100回 全国高校サッカー選手権大会広島県大会
ベスト8
高円宮杯U-18 サッカーリーグ2021
広島県1部2位（トップチーム）　3部A優勝(セカンドチーム)

3年生がよく頑張り、本
校サッカー部の歴史を塗り
替えることができました。
これからも安定して良い
成績を残せれるよう精進し
ます。

サッカー部

（男子）
第74回広島県高等学校総合体育大会
（卓球競技の部）B級ベスト１６
（女子）
第74回広島県高等学校総合体育大会
（卓球競技の部）A級 第6位
第68回中国高等学校卓球選手権　出場

コロナ禍の中3年生を中
心にしっかりと練習を行う
ことができました。総体では
2年ぶりに中国大会に出場
することができ、良い経験
を積むことができました。地
区新人では12名の県大会
出場を決めることもできま
した。
来年度も協力して練習し

ていき上を目指して頑張っ
ていきます。

卓球部

第73回中国高等学校バレーボール選手権大会広島県予選会
第３位
第73回中国高等学校バレーボール選手権大会
中止
第74回広島県高等学校総合体育大会
第4位
第74回全日本高等学校バレーボール選手権大会　広島県予選会
第3位

コロナ禍で大会も中止と
なることがあり、モチベー
ションや大会までの調整が
難しい中でも選手同士で鼓
舞し、最後の大会まで１人も
欠けることなく全員バレー
を貫き通しました。しかし、
結果は近年で最も低く悔し
い結果となりました。来年
は今年の結果を上回れるよ
う、練習に励みたいと思い
ます。

男子バレーボール

第103回全国高等学校野球選手権広島大会
ベスト８
令和3年度　秋季広島県高等学校野球大会
ベスト４
令和3年度広島西地区一年生大会
ベスト４

昨年からレギュラーメン
バーとしてプレーしている選
手も多く、先輩たちから多く
のことを学んできた今年度
のチームは、「声をつなぐこ
と」「粘り強く戦うこと」を大
切にし、「周りの人から愛さ
れ応援されるチーム」を目指
しています。コロナウイルス
の影響がある中で、大好き
な野球ができることに感謝
しながら、多くの人に勇気を
与えられる野球を全員でし
ていきたいと思います。

野球部

”剣道は、剣の理法の修練に
よる人間形成の道である”
という剣道の理念のもと、
剣道を通じて技能を高める
だけでなく、学校生活や日
常生活を整える基盤づくり
の１年になりました。心技体
の一致を大切にする剣道
は、コロナの影響を大きく受
けてはいますが、より丁寧に
自分自身と向き合うことが
できた１年となりました。

剣道部
今年度中国大会は新型

コロナウイルスにより中止
となり、3年生にとっては悔
しい幕切れとなってしまい
ました。中国新人大会には
男女とも出場し、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。

柔道部

「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
通せない中でも、「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。その努力
こそが、バドミントン部初の
中国大会出場へと繋がった
のではないかと思います。

バドミントン部
中国選手権大会では創
部初の県大会第5位入賞を
果たしました。しかし、創部
2年目でのベスト4実現に
はまだまだ心技体どれも足
りない結果となりました。一
方でベスト4のチームとの
対戦より、自分たちの課題
も見えてくる1年でした。創
部3年目こそはベスト4の一
角を狙えるチームになるた
めに、日々精進して参りま
す。

女子バレーボール部

出場（男子８種競技・女子４００ｍH）

11名出場

14名出場

出場

第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

第74回中国高等学校陸上競技対校選手権大会

第30回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会

第63回中国高等学校駅伝競走大会

出場

出場

出場

第67回中国高等学校剣道選手権大会　広島地区予選

第74回広島県高等学校総合体育大会　剣道

令和3年度広島県高等学校新人剣道大会

男子団体第5位

男子団体第5位

男子団体第4位　女子団体第5位　

男女団体予選敗退

第68回中国高等学校柔道大会広島県予選

第74回広島県総合体育大会

第70回広島県高等学校柔道新人大会

第22回中国高等学校柔道新人大会

出場（男子ダブルスカル）

第1位

第69回全日本高等学校選手権競漕大会

第73回広島県高等学校新人戦男子舵手付きクォドルプル
2回戦進出
令和３年度 全日本高等学校馬術選手権大会

男子：学校対抗戦 3位

女子：学校対抗戦 ベスト16

男子：学校対抗戦 5位

【県総体】

第64回中国高等学校バドミントン選手権大会出場

【新人戦】

第5位

出場

出場

第9位

第73回中国高等学校バレーボール選手権大会広島県予選会

第74回広島県高等学校総合体育大会　

第74回全日本高等学校バレーボール選手権大会広島県予選会

第74回広島県高等学校総合体育大会広島地区予選会

第64回広島県高校弓道選手権大会（近的）　男子団体4位　個人4位　女子団体4位　個人12位
令和3年度広島地区高校弓道選手権大会　男子団体6位　個人5位　女子団体4位
第64回広島県高校弓道選手権大会（遠的）　女子個人6位
第74回広島県高等学校総合体育大会　弓道競技（近的）　男子個人8位　女子団体6位　個人2位
第74回広島県高等学校総合体育大会　弓道競技（遠的）　出場
第64回中国高等学校弓道選手権大会　男子団体ベスト16　女子個人　出場
令和3年度全国高等学校総合体育大会　出場
第57回広島県高校弓道新人大会　出場

ここに掲載したもののほか、今年度新たにつぎの愛好会が設立され活動を始めました。
とも読み ｜ 軽音楽 ｜ 生 物 ｜ プログラミング ｜ 自 学
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