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2016.1.12      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 完 全 燃 焼 ！ ～第 23 回向陽祭、迫る～  

例年以上に穏やかな天候に恵まれた年の瀬さらには年始でした。た

だこの週末に行われる大学入試センター試験にむけて気温がグッと下

がる予報です。受験を迎える高３生は体調にはくれぐれも留意し持て

る力をフルに発揮してほしいと願っております。  

さて、今年は２年に一度開かれる本校最大の文化行事ビッグイベン

トである『向陽祭（2 月 4 日、5 日）」が迫ってきました。下表の通り各クラスの催し物と

使用教室が決定されています。実行委員だけの力ではこの大イベントは成功させることは

できません。各クラスの向陽祭委員を中心にクラス全員を巻き込んで「結」をテーマとし

て行われるお祭りを仕上げていって下さい。みんなの底力に期待しています。  

また、4 日(土)の午前中には合唱コンクールも予定されています。クラスでの練習が始ま

るとともに、1 月 23 日(水)より体育館でのステージ練習も始ります。クラスの「カラー」

を出した最高のパフォーマンスを期待しています。頑張ってください。  

【向陽祭催物一覧】  

Ａ 射的 Ａ 巨大すごろく Ａ 迷路 Ｔ 宝探し Ｔ 映画
Ｂ 劇 Ｂ ゲームコーナー Ｂ 縁日 Ｈ お化け屋敷 Ｈ 模擬店
Ｃ 映画 Ｃ 迷路 Ｃ 動画・スタンプラリー Ｏ 模擬店 Ｏ お化け屋敷
Ｄ 迷路 Ｄ カジノ Ｄ 自主作成映画 Ｋ 模擬店 Ｋ 映画
Ｅ ゲームセンター Ｅ ウォーリーを探せ Ｅ お化け屋敷 Ｓ 模擬店 Ｓ 模擬店

Ｎ 模擬店 Ｎ 映画
インターアクト部 献血活動 音楽部（合唱） ３０分程度の演奏 ギター部 ギター演奏 情報科学同好会 作品展示 文芸部 部誌販売、冊子配布など

映画部 映画上映 音楽部（弦） ホワイトコンサート 軽音楽部 ４０６ライブ 吹奏楽部 ミニコンサート 放送部 ラジオ、朗読など
英語研究部 Giant Scrabble 華道部 花の展示 茶道部 茶席 総合科学部 科学展 漫画同好会 展示と販売

園芸部 Gardning Festival かるた同好会 展示、実演 写真部 写真の展示 俳句同好会 俳句に関するゲームなど 模型同好会 展示
演劇部 演劇 棋道部 部活紹介（将棋） 書道部 「君の名は。」 美術部 作品展示

文
化
部

中１ 中２ 中３ 高１ 高２

学
年

 
【合唱コンクール曲目一覧】  

クラス 曲目 指揮者 伴奏者 審査員 クラス 曲目 指揮者 伴奏者 審査員 クラス 曲目 指揮者 伴奏者 審査員
マイ　バラード 島津　遥人 澤田　康平 明日へ 佐野　速紀 後藤　晶子 証 吉本　美羽 藤田　早斐
雨のち晴レルヤ 岡崎　蒼太 門脇　直己 手紙 青木　皇樹 田村　美咲 奏 岡林　奏良 高橋　裕香
マイ　バラード 徳田　祭 岩崎　真子 明日へ 伊藤楓之介 松木　美樹 証 北岡　真明 岡崎　愛由
プレゼント 渡邉　叡敬 有吉　咲良 ＹＥＥＬ 山本　凌輔 野島　歌笑 茜色の約束 檜垣　雄介 古谷　結衣
マイ　バラード 岡田　宗大 高橋　孝弥 明日へ 高瀬　翔 山崎　未空 証 堂本　玄 松原　周稔
ＳＴＯＲＹ 武田　七海 山中あゆ乃 粉雪 中村　太昴 山下　咲音 ラストシーン 池田　武琉 佐野　月美
マイ　バラード 中川遼太郎 小島　佳奈 明日へ 濱田麟太朗 片岡　紬 証 田中　舜 杉本　佳保
足音～be storong～ 濱本　翔 宮崎帆乃佳 明日への扉 田邉　成流 岡田　悠哉 果てない空 近藤　寧音 前田　萌絵
マイ　バラード 渋谷　響 杉村　美紀 明日へ 吉野進太郎 佐々木千愛 証 佐々木　光 岡崎　可実
キセキ 有澤　京子 山本　恭 WINDING ROAD 吉松日向子 島内　和奏 3月9日 長田慎太郎 伊藤日菜子

1E

2A 西村　京祐

脇田　一秀2B

2C

2D

三宮穂乃佳

有吉　咲良 3B

1A

1B

1C

1D

平井　雄大

近森　睦晴

中山　雄貴

尾崎　圭祐

伊野部重智

尾崎　泰崇3C

3D 松本　大樹

古谷　一規

篠田　周吾

松崎淳ノ祐

澤田　弥大 3E2E

3A

 



 栄 光 の 記 録  

 

団体名  大会・コンクールなど  

弓道部  
全国高等学校選抜大会高知県予選 

 男子団体３位（四国大会出場） 

空手道部  
高知県中学生空手道選手権大会 

＊女子個人形 松浦由芽(1A)２位⇒全国大会出場（３月、埼玉県） 

柔道部  

高知県高等学校冬季大会 

＊男子団体 1 回戦 〇明徳（2 人残し）2 回戦●高知（3 人残し）

＊男子個人 66 ㎏級 準々決勝 ●森－川村（中村）  

＊女子個人 52 ㎏級 決勝 〇秋田－山中（追手前）  

   ※１Ｏ秋田早央里は全国大会出場（3 月日本武道館） 

高校ハンドボール部  
高知県高等学校冬季大会 

＊男子 ２位（決勝リーグ２勝１敗） 

中学ハンドボール部  

高知県中学校冬季大会 

＊男子 準決勝 31－16 横浜、決勝 37－23 朝倉 優勝  

＊女子リーグ 2 勝 優勝  

 ※男女とも全国大会に出場決定  

テニス部  

ウインターカップ 

＊男子 18 歳以下シングルス 決勝 中岡７－５絹川  

  優勝＝中岡 準優勝＝絹川  

演劇部  

第 66 回高知県高等学校演劇コンクール 

＊最優秀賞「距離とレンズと」（横山可林(2K)作）⇒四国大会出場 

＊美馬敏男脚本賞 横山可林 

平成 28 年度高知県高等学校数学コンクール 

＊優秀賞 １Ｈ 眞鍋佑心 ＊奨励賞 ２Ｏ 高橋知希 

全国高校総合文化祭第 61 回高知県高校美術展 

＊平面部門（絵画・デザイン） 奨励賞 １Ｋ 山本凪紗 

               佳作  １Ｔ 小谷玲誉 

               特別賞 ３Ｈ 飯山春風 

＊ポスター部門        最優秀賞 １Ｋ 山本凪紗（高校美術展ポスターに採用） 

               優秀賞  １Ｈ 佐藤遼一郎 

第 39 回高知県高校書道展 

＊奨励賞 １Ｎ 檜垣友佳（平成 29 年度全国高校総合文化祭に出場） 

賢治のまちから～第 16 回全国高校生童話大賞 

＊最終選考ノミネート（18 編） ２Ｎ 高石桜 

第 62 回読書感想文コンクール 

＊土佐中・高とも学校優良賞を受賞 



＊最優秀賞 １Ｃ 山本季桜  ３Ｂ 古澤夕海  １Ｔ 松崎文香 

＊優秀賞  ３Ａ 久松莉子 

第 10 回全国高等学校英語スピーチコンテスト四国ブロック代表選考会 

 １Ｏ 小松梨那子 ２位⇒全国大会出場 

第 45 回高知県芸術祭文芸賞 

＊短編小説部門 文芸奨励賞 ２Ｓ 西更紗 

第 25 回大原富枝賞 

＊高校・随筆部門 優良 ２Ｏ 森木悠理 

第 31 回高知県高等学校夏休みテレビ視聴感想文コンクール 

＊優良 ２Ｓ 近森正二郎 

第 44 回全国高等学校総合文化祭高知大会に向けて下記の生徒が検討委員会の代表に選出

される 

＊美術・工芸専門部代表 １Ｋ 山本凪紗 

＊軽音楽専門部代表   ２Ｈ 成岡未来 

放送部  

第 41 回全国高等学校総合文化祭放送部門出場決定 

＊ビデオメッセージ部門「あおぎの木の下で」２位  

 柿葉世駿（2H）、藤本理子（1T）、岡本紗良（1T）、岩崎結伽（1K）、

 中澤羽琉（1O）、山本碧晴（1O）、手島彩希（1T）  

第 67 回こども県展  

＊図画の部 

 ［推薦］１Ｄ 森田海鳳 ３Ｄ 前田萌絵 

 ［特選］１Ｂ 市川野々花 １Ｅ 喜多海人 １Ｃ 高橋孝弥 

     １Ｃ 平野琴水 １Ｃ 山﨑咲穂 １Ｃ 山本季桜 

     ２Ａ 野村昭伸 ２Ｃ 矢野有紗 ３Ｄ 武村夏生 

＊硬筆の部 

 ［推薦］２Ａ 田村美咲 ３Ｅ 近澤生（こども県展賞） 

 ［特選］１Ｂ 有𠮷咲良 １Ｂ 小笠原涼香 １Ｂ 窪田光夏 

     １Ａ 酒井愛望 １Ａ 三宮穂乃佳 １Ａ 津野優里 

     １Ｅ 野島未遥 １Ｃ 濱川日向子 １Ｅ 水田あみか 

     １Ｃ 山中あゆ乃 ２Ｄ 飯田菜月 ２Ａ 市川ひまり 

     ２Ｄ 岩﨑弘世 ２Ｄ 鬼田琴実 ２Ｄ 公文愛花 

     ２Ａ 五藤晶子 ２Ａ 小松樹 ２Ｄ 田下日向子 

     ２Ｅ 土居由佳 ２Ｄ 東谷奈央 ２Ａ 森萌衣奈 

     ２Ｃ 山本佳希 ２Ｂ 横山菜桜 ３Ｅ 𫝆村怜菜 

     ３Ｂ 村上京香 

＊毛筆の部 

 ［推薦］１Ａ 酒井愛望 ３Ｃ 國松万熙 

 ［特選］１Ｄ 秋山柚乃 １Ｂ 有𠮷咲良 １Ｂ 大﨑陽香 

     １Ａ 久保田華子 １Ｅ 杉村美紀 １Ｅ 野島未遥 

     １Ａ 藤𠩤実夢 １Ｃ 松岡亜海 １Ｅ 水田あみか 



     １Ｃ 山中あゆ乃 １Ｄ 山脇麻友香 ２Ｅ 田中麻美 

     ２Ａ 田村美咲 ２Ｃ 成岡光夏 ２Ｃ 山本佳希 

     ３Ｅ 近澤生 

※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。 


