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2017.11.16      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 本気の美しさ  ～文化行事～  

 本年度の『文化行事』は、例年より 1 週間ほど早い 11

月 9 日（木）に本校卒業生（84 回生）の現在ＮＢＡバレエ

団でプリンシパルとして活躍中の高橋真之君をはじめとす

る４名のダンサー（米倉祐飛さん、岡田亜弓さん、佐藤愛

香さん）をお招きし、『ＮＢＡバレエ団によるバレエコンサ

ート』と題したバレエを鑑賞しました。スタートから高橋

君のタイツ姿やダイナミックなバレエにどよめきが起こり、

男女２人で踊るパ・ド・ドゥの美しさに魅了されました。

また途中には生徒も壇上に上がり女性ダンサーのリフト

（持ち上げ）にチャレンジするなど、生徒も一体となった

バレエ鑑賞となりました。最後に高橋君から「お客様の前でバレエを踊ることはやりがい

がある。だから苦しいトレーニングも苦にならないし、踊っているときには嫌なことも忘

れられる。だから皆にも本気で部活動に打ち込んでほしい」というお言葉をいただきまし

た。バレエに本気で打ち込んでいる４人のダンサーの輝きに満ちた舞台でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合唱コンクール向け始動  

 本年度は向陽祭が実施されない年なので、２月に中学校の合唱コンクールと３回目を迎

える芸術祭が行われます。合唱コンクール（平成 30 年 2 月 3 日（土））に関しては、下記

の通り課題曲が決定されました。本格的な練習は３学期からですが、12 月 4 日までに各ク



ラスで自由曲、指揮者、伴奏者を決めて準備を進めてください。また第３回芸術祭も各文

化部から一次企画書が提出されその準備も進行中です（二次企画書は 12月 4日締め切り）。
各クラス、各部の創造力をフルに発揮し個性あふれる行事に仕上げていってください。 

【課題曲】  

 中 1：いのちの歌 中 2：HEIWA の鐘 中 3：友～旅立ちの時～ 

 

 栄 光 の 記 録  

団体名  大会・コンクールなど  

水泳部  
第 93 回日本選手権水泳競技大会  
 オープンウォータースイミング（10 ㎞）  
 髙橋 知希 65 位  

陸上競技部  

四国高等学校新人選手権大会 

 ＊男子 400ⅿ 平田悠一郎 １位  
 ＊男子 4×400ⅿ 土佐 5 位（西森、平田、中澤、阿久津） 
 ＊女子 200ⅿ 濵田沙弥 8 位 ＊女子 400ⅿ 濵田沙弥 6 位 

高知地区中学駅伝大会 

 男子 11 位 51 分 25 秒  

バドミントン部  

高知県高校秋季選手権大会 

［男子団体］ 優勝 深木、及川、落合、武田、松村、池本、高橋

  準決勝 3－0 西 決勝 3－0 岡豊  
［女子団体］3 位 西原、後藤、三谷、長瀧、小笠原、武村、弘光
  準決勝 1－3 西 3 位決定戦 3－2 高知商  
［男子シングルス］  
 準々決勝 池本 2－0 高木（東）、高橋 2－0 川村（高知商）、  
      深木 2－0 小島（高知商）  
 準決勝  池本 0－2 川窪（高知商）、深木 2－0 高橋  
 決勝   深木 0－2 川窪（高知商） 準優勝  
［男子ダブルス］  
 準々決勝 深木・高橋 2－0 高知商ペア  

落合・武田 0－2 岡豊ペア  
 準決勝 深木・高橋 2－1 岡豊ペア  
 決勝  深木・高橋 1－2 高知商ペア 準優勝  
［女子シングルス］  
 準々決勝 長瀧 0－2 岩本（西）  
［女子ダブルス］  
 準々決勝 小笠原・弘光 0－2 土佐女子ペア  
      西原・長瀧 2－1 高知商ペア  
 準決勝  西原・長瀧 2－1 土佐女子ペア  



 決勝   西原・長瀧 0－2 土佐女子ペア 準優勝  
高知県中学校秋季大会  
［男子団体］1 回戦 2－0 香長、準々決勝 2－1 土佐山  
      準決勝 0－2 春野、3 位決定戦 2－1 清水 ３位  
［男子ダブルス］準々決勝 依光・高橋 1－2 高知南ペア  
［女子団体］1 回戦 0－2 吾北  
［女子ダブルス］準々決勝 門田・武田 0－2 土佐女子ペア  

テニス部  

全国高校選抜大会 県予選 ※男女とも、四国予選に出場 

［男子団体］ ２位 代表決定リーグ ２勝１敗  
［女子団体］ ２位 代表決定リーグ ２勝１敗  
［男子ダブルス］ 準々決勝 白石・市吉 3－6 高知ペア  
［女子ダブルス］ 準々決勝 髙橋・杉原 6－0 西ペア  
              久保・安芸 3－6 学芸ペア  
         準決勝  髙橋・杉原 8－0 学芸ペア  
         決勝   髙橋・杉原 6－8 高知ペア 準優勝
［女子シングルス］準々決勝 髙橋 6－1 久保  
              杉原 6－1 山﨑（高知）  
         準決勝  髙橋 8－4 杉原  
         決勝   髙橋 8－6 田所（高知） 優勝 

高校サッカー部  
第 96 回全国高校選手権大会 県大会 

 2 回戦 ０－３岡豊 

中学サッカー部  
高知県中学校選手権大会 

 2 回戦 6－0 青柳 3 回戦 4－0 中村西 準々決勝 3－0 清水丘 

高校  
バスケットボール部  

全国高校選手権 県予選 

［男子］1 回戦 65－72 明徳  
［女子］1 回戦 54－33 山田 2 回戦 37－77 中村 

高校ソフトボール部  
全国高校選抜大会 県予選 

 1 回戦 12－2 東工業（4 回コールド）  
 準々決勝 2－3 高知農（タイブレイカー8 回）  

中学ソフトテニス部  
高知県中学校冬季大会 

［男子］1 回戦 3－0 青柳 2 回戦 1－2 春野  
［女子］2 回戦 1－2 中村西 

空手道部  
全国高校選抜大会 県予選 

＊女子個人形 準決勝 伊東０－５井上（土佐塾） 

高校バレーボール部  

全日本高校選手権 県予選 

［男子］1 回戦 2－0 宿毛  
    準々決勝 0－2 高知商  
［女子］1 回戦 0－2 高知農 

柔道部  高知県高校新人大会 



［男子団体］1 回戦 3－2 高知工 準決勝 1－3 岡豊  
［男子個人］90 ㎏級準決勝 吉本●背負い投げ〇松岡（岡豊）  
［女子個人］57 ㎏級準決勝 秋田〇反則勝ち●宮地（中村）  
         決 勝  秋田●  僅差   〇植村（高知）  

弓道部  
全国高校選抜大会県予選 

［男子団体決勝］ 3 位（41 中）  
［女子団体予選］ 14 位（7 中） 

総合科学部  

高知市小・中学生科学発表会 市の代表に→県発表会に出場決定 

 川村大悟、谷光流、山本悠斗、浜口菜桜 

第 7 回科学の甲子園高知県大会 準優勝 

 田中陽、中山陸翔、近森椋、久保颯太朗、伊藤蔵人、井上美音 

第 14 回新聞感想文  
コンクール  

＜中学生の部＞ 優秀学校賞を受賞 

 最優秀 片岡紬 

優 秀 矢野有紗 

 優 良 松田智貴、福川真央、松崎雅 

英語関係大会  

第 46 回高知県教育文化祭・第 70 回高知県高校英語弁論大会 

プリペアード・スピーチ部門 第 1 位 小松梨那子（2H） 

第 7 回高校生のための英語による日本文化プレゼンテーション・

コンテスト 

  藤本 理子（2O）・木下 友萌（2K） 第 3 位 

第 46 回高知県教育文化祭・第 70 回高知県中学英語弁論大会 

林 芽唯（1C）  暗唱部門第 2 位 

水田 あみか（2C） 暗唱部門第 1 位 

村上 友萌（3B）  暗唱部門第 1 位 

横山 菜桜（3B）  スピーチ部門第 2 位 

第 17 回高知県英語ディベート大会 

＊優勝 チーム：TONKI 

突合 栞（1O）・尾崎 泰崇（1K）・梶原 葵（1S）・中島 怜大

（1N）・市川 真帆（1N） 

＊準優勝 チーム：Fun Fish 

中川 陽貴（1H）・佐々木 光（1O）・檜垣 雄介（1O）・古澤 夕

海（1S）・藤田 早斐（1S、ベスト・ディベーター賞も） 

平成 29 年度高知県  
高校数学コンクール  

最優秀賞 

 檜垣雄介、尾崎泰崇、伊藤蔵人 

美術関係  
総合文化祭ポスター 佳作 山本凪紗  
第 42 回全国高校総合文化祭 奨励賞 山本凪紗  
              佳作 澤田 亮 

※部の活動状況（大会・コンテストなどの成績）についての情報をお持ちの先生は特活部・

楠目までふるってお願いいたします。 


