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2018.11.22      － ゆうぶんしょうぶ の きせき － 

 笑う門には福来る  ～文化行事～  

 本年度の『文化行事』は、11 月 15 日（木）に本校卒業生（84 回生）の大野沙耶花さん

と桂小留（ちろる）さん、月亭秀都（しゅうと）さんの落語家さんとお囃子三味線奏者・

岡野鏡さんをお招きし、『わろてんか！ 上方落語を楽しむ会』と題した落語を鑑賞しまし

た。プロの落語家さんの軽妙な話芸に魅了されるとともに、生徒たちやＫ先生も壇上に上

がり、お囃子演奏やうどんすすりに挑戦し和やかなひと時

を過ごしました。 

 

 向陽祭に向け始動  

 ２年に一度の文化の祭典である第２４回向陽祭が２月（2 日、3 日）に実施されます。今

回の向陽祭のテーマは「いざたまえ（さぁいらっしゃいの意）」 もう参加団体からは一

次企画書が提出され、12 月 1 日（土）をめどに２次企画書やパンフレット用の原稿の作成

が準備されています。またポスターやパンフレットの表紙の募集も並行して行われている

のでふるって応募して下さい。また、合唱コンクール（平成 31 年 2 月 2 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、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。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：Unlimited（アンリミテッド） 中 2：COSMOS（コスモス） 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  

中学サッカー部  

高知県中学校選手権大会 

 2 回戦 3－1 中村西 3 回戦 0－0 大方（PK 戦 4-2）  

準々決勝 1－0 三里 準決勝 1－0 日高  

決勝 0－0 高知（PK 戦 4-3） 優勝（2 年連続 2 回目）  

※優秀選手 酒井颯海、大楫将喜、吉田純悟、青野凱 

 

中学ソフトボール部  

四国中学生新人大会 

1 回戦 27－0 三木（香川）、準決勝 9－1上八万・鳴門一（徳島） 

 決勝 4－7 大正 準優勝 

バドミントン部  

高知県高校秋季選手権大会 

［男子団体］ 池本、高橋、松村、清遠、西坂  

  準決勝 3－0 学芸 決勝 2－3 高知商 準優勝  

［女子団体］ 長瀧、弘光、小笠原、平岡、武村  

  準決勝 3－1 西 決勝 3－2 土佐女子 初優勝  

［男子シングルス］  

 準々決勝 高橋 2－0 杉本（南）、清遠 1－2 小島（高知商）、  

      池本 0－2 門脇（岡豊）  

 準決勝  高橋 2－0 小笠原（岡豊）  

 決勝   高橋 2－1 門脇（岡豊） 優勝  

［男子ダブルス］  

 準々決勝 池本・高橋 2－0 学芸ペア  

松村・清遠 2－0 高知商ペア  

 準決勝 池本・高橋 1－2 岡豊ペア  

     松村・清遠 1－2 高知商ペア  

 ２位決定戦 池本・高橋 2－0 高知商ペア 準優勝  

［女子シングルス］  



 準々決勝 長瀧 2－1 森（土佐女）  

 準決勝  長瀧 0－2 岩本（西）  

［女子ダブルス］  

 準々決勝 長瀧・弘光 2－0 小津ペア  

 準決勝  長瀧・弘光 2－0 西ペア  

 決勝   長瀧・弘光 0－2 土佐女子ペア 準優勝  

テニス部  

全国高校選抜大会 県予選 

［男子ダブルス］ 準々決勝 市吉・白石 6－0 松木・都築発  

              植田・伊野部 7－5 都築延・壬生  

         準決勝  市吉・白石 8－3 高知ペア  

              植田・伊野部 2－8 高知ペア  

         決勝 市吉・白石 6－8 高知ペア 準優勝  

［男子シングルス］準々決勝 白石 1－6 西原（高知）  

              伊野部 6－2 乙部（高知）  

              黒岩 2－6 市川（高知）  

         準決勝 伊野部 6－8 市川  

         ３位決定戦 伊野部 5－7 田所（追手前）  

［女子ダブルス］ 準々決勝 髙橋・杉原 6－1 土佐女ペア  

         準決勝  髙橋・杉原 8－2 学芸ペア  

         決勝   髙橋・杉原 8－3 中央ペア 優勝  

［女子シングルス］準々決勝 髙橋 6－0 山本（土佐女）  

              杉原 6－1 山中（中央）  

         準決勝  髙橋 8－3 尾木（学芸）  

              杉原 9－7 鎌倉（中央）  

         決勝   髙橋 8－1 杉原 優勝 

全国高校選抜大会 四国予選 

［男子団体］1 回戦 1－4 松山東 

［女子団体］1 回戦 1－4 済美 

高校サッカー部  

第 97 回全国高校選手権大会 県大会 

 ２回戦 1－1 追手前（PK 戦 4－2）  

 準々決勝 1－4 高知工 

卓球部  

全国高校選抜大会 県予選 

［男子団体］決勝リーグ 3 敗 

［男子シングルス］準決勝 有澤 2－3 筒井（高知工） 

［女子団体］決勝リーグ 3 敗 

［女子シングルス］準決勝 田内 0－3 秋山（安芸） 

自転車競技部  

全国高校選抜大会 県予選 

＊1000ⅿタイムトライアル 喜井 1 分 14 秒 21 3 位 

＊200ⅿフライングタイムトライアル 



             喜井 12 秒 47 3 位 

※喜井昴 全国高校選抜大会（3 月北九州市）出場決定 

空手道部  

全国中学校選抜大会 県予選 

［形 男子個人］1 年 3 位決定戦 上田 3－2 東森（明徳）  
 ※上田宗明 全国中学生選抜大会（3 月）出場決定 

弓道部  

全国高校選抜大会 県予選 

［男子団体］決勝 31 中 5 位 

［女子団体］決勝 27 中 4 位 

高校ソフトボール部  
全国高校選抜大会 県予選 

 1 回戦 0－7 岡豊（6 回コールド）  

ソフトテニス部  

高知県中学校冬季大会 

［男子］1 回戦 3－0 小筑紫 2 回戦 2－0 高岡  

    準々決勝 1－2 東中筋  

［女子］2 回戦 0－3 宿毛  

全日本高校選抜大会 県予選 

［男子団体］決勝リーグ 3 敗 

［女子団体］決勝リーグ 3 敗 

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 2－1 高知工、準々決勝 0－2 高知   

［女子］1 回戦 0－2 須崎  

柔道部  

高知県高校新人大会 

［男子団体］1 回戦 3－2 宿毛工 準決勝 0－5 南  

［男子個人］73kg 級準決勝 小笠原●送り襟締め〇堀尾（南）  

100 ㎏超級準決勝 宮本〇不戦勝●笠原（岡豊）  

  決勝  宮本●合わせ技〇大谷（岡豊）準優勝  

四国高校新人大会 

［男子団体］予選リーグ 2 敗  

高校野球部  
横田啓悟 四国選抜豪州遠征メンバーに選出 

 12 月 25 日～31 日 豪州ブリスベン 

総合科学部  

第 70 回高知県小・中学生科学発表会 読売賞受賞 

 「飽和食塩水に硝酸カリウムは溶けるか？」 

 久松優斗、岡本大地、池田安里 

 
英語関係大会  第 70 回高円宮校英語弁論大会 県大会 



 優勝 林芽唯（2E）※全国大会（11 月 28 日）出場決定 

 3 位 鈴木唯日（2C） 

第 18 回高知県英語ディベート大会 

 準優勝 TONNKIS（梶原葵、中川陽貴、市川真帆、突合栞、藤 

           田早斐、尾崎泰崇、中島怜大） 

 3 位  友愛静桜（村上友萌、濱田静佳、佐々木千愛、横山菜桜） 

第 71 回中学校スピーチ大会 

優勝 水田あみか（3A） 中 3 暗唱の部 

優勝 西森水紀（2B） 中 2 暗唱の部 

2 位 山中星空来（1E）  中 1 弁論の部  

第 71 回高校スピーチ大会 

プリペアードスピーチの部 優勝  

大谷航（1S） ※四国大会（12 月 16 日）出場決定 

即興スピーチの部 

 中島怜大（2K） Excellent Entertainer 賞 受賞 

音楽部  

第 70 回高知県高校連合音楽祭 

［オーケストラ］ 器楽・管弦楽部門 金賞 

［合唱］ 連合チームとして金賞 

※両部門とも、次年度第 43 回全国高校総合文化祭 出場決定 

美術部  

第 63 回高校美術展 

＊立体部門 奨励賞 

  天野哲志（2T）、西村萌花（2H）、澤田亮（2O）、市川陽菜（2K）、 

  松田日那（2K）､久保颯太朗（2N）、村上京香（2N） 

 ※次年度第 43 回全国高校総合文化祭 出品決定 

＊絵画部門 特別賞 佐藤遼一郎（3T） 

軽音楽部  
第 8 回とよさと軽音楽甲子園 決勝大会（11 月 24 日）出場 

 ド根性ガール withＢ 

写真部  

第 38 回高知県高校写真展 

優秀賞 松山蒼（2H）  

※次年度第 43 回全国高校総合文化祭 出品決定  

 奨励賞 山本涼介（2H） 

※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。 



 「芸術の香り」を満喫しよう ～第 26回オーケストラ部定期演奏会～  

  オーケストラ部による定期演奏

会「Musik Fest」が、今年は１２

月２３日（日）13：30 より高知市文

化プラザかるぽーと大ホールにて行

われます。教室では決してみせない

真剣な演奏姿を見て「クラスメイト

の新たな発見」と、心身にもたらし

てくれる「音楽の栄養」を補給して

みませんか？  

 

 


