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～２学期を振り返って～

１０月に開催した大きな学校行事の一
本日をもって２学期の終了となりました。 つである「高中祭」では、学級・学校が一
生徒たちは、学習や部活動などいろいろな
つとなってまとまり、意義のある行事とな
諸活動に落ち着いて取り組むことができ、 りました。高中祭という行事を通して目を
確実な成長をみることができました。
見張る生徒たちの成長に、大きな喜びを感
夏休みから２学期にかけて、毎年いろい
ろなコンクールがあります。生徒たちは、
習字、作文、絵画、理科作品、ロボット等
の様々な分野で、興味関心をもとに作品づ
くりに挑戦しました。普段の学習の成果を
発揮して多くの生徒が入賞しております。
初めての参加になるロボットコンテスト
でも、上位の成績を収めました。裏面に入
賞者を記載しました。（学校だよりで以前紹介

じました。
この２学期は、ハローボランティアにも
たくさんの生徒が参加しました。和田 de
路地祭、はまなすマラソン、命・愛・人権
フェスタ。そして、新たに、たかはま未来
人（miraibito）サミットにも参加しました。
このサミットは、高浜町が「世代・地域・
活動を越えて高浜の未来を語り合い、高浜
の未来をみんなで築いていこう」という趣

した生徒は記載しておりません。）

旨で行っているものです。このサミットは
12 月 11 日（日）・１月 29 日（日）・２月
19 日（日）の３回行われます。先日、第１
回目が開催され、後期生徒会執行部とボラ
ンティアの生徒９名が参加しました。生徒
たちは、大人に交じって積極的によい意見
を述べることができたようで、大変好評で
した。次回も参加する予定です。
これからも多くの生徒の参加を得て、ハ
ローボランティアの活動を広げていきた

また、学校表彰として第７回「いっしょ
に読もう！新聞コンクール」において、全
国１５校（小学校５校、中学校５校、高等
学校５校）に贈られる優秀学校賞に選ばれ
ました。コンクールへの参加を通して、全
校生徒が社会の多様な問題に目を向ける
ことができた点、そして普段から学校全体
でＮＩＥ活動（新聞を学校教育に取り入れ
た活動）に熱心に取り組んでいる点が評価

されてのことです。本校では昨年度から２
いと考えています。
年間研究実践の指定を受け、ＮＩＥタイム
２学期を終えるにあたって、保護者の皆
の実施（週一回朝の読書タイムの時間に新
様、そして地域の皆様のご理解・ご協力に
聞記事を読み、感想を書く活動）や各教科
感謝申し上げます。
で新聞記事の効果的な活用方法の研究を
進めてきました。そして、近隣の小中学校
に授業を各学年公開して、研究の一端を知
らせてきました。この２年間のＮＩＥ教育
を通して、生徒たちは広く社会に目を向け、
話し合い活動にも深まりが見られるよう
になっています。

秋季書道展

【高浜町長賞】中川 陽介（３－４） 【高浜町議会議長賞】平川 愛弓（２－４）
【若狭書道連盟会長賞】松田 龍成（１－２）

若狭偉人顕彰書道展
【洪嶽宗演賞】
【中川龍眠賞】

堀口 唄葉（３－３）
平川 愛弓（２－４）

【佐久間勉賞】 吉田 圭吾（２－３）
【福井新聞社賞】吉田 夢叶（２－２）

県郷土新聞コンクール 【佳作】江上 奈緒（２－３））
県小中学校理科作品コンクール
【大飯郡優秀賞】長田 未来（１－２）

神谷 美帆（１－４）

佐藤 萌美（２－３）

若狭を描く小中学生図画作品コンクール
【特別賞】北山 夢瑠（１－２）
【金 賞】溝渕
【銀 賞】藤原 雄大（１－２） 荒木 美咲（２－１） 藤﨑
【銅 賞】高橋 奈緒（２－１） 地村 みやび（２－４）
【秀 作】岩本 好正（１－１） 大安 悠斗（１－１） 山口
今村 航大（１－２） 絵馬 千夏（１－３） 前田
辻本 奈々（１－４） 山本 優奈（２－１） 澤田
鰻田 潤 （２－３）
江上 奈緒（２－３）
【入 選】藤田 咲希（１－１） 藤田 直斗（１－１） 吉田
中村 太政（１－３） 波多野 涼（１－３） 梅垣
砂津 紫野（１－４） 長友 琴花（１－４）
今井 葵（２－３）
佐藤 萌美（２－３） 久原

蒼太郎（１－１）
滉平（２－１）

久原 巧夢（２－４）
森北 莉名（２－３）

彩矢奈（１－１） 米川 安輝（１－１）
栞里（１－３）
岡本 天（１－４）
亮（２－２）
吉田 夢叶（２－２）
州吾（１－２）
優芽（１－４）

﨑山 尊斗（１－３）
茂山 侑暉（１－４）

巧夢（２－４）

青少年読書感想文コン クール 県審査
【優良賞】鰻田 未悠（２－１）

平田 麻衣（３－３） 【佳 作】平川 愛弓（２－４）

高浜町文化祭プログラム表紙図案

【入選】栗林 凜花（１－２）

風呂 樹 （３－１）

絵馬 千夏（１－３）

【小浜税務署長賞】山﨑 悠理（３－２）【高浜町教育長賞】水田 ひより（３－１）
【佳作】北村 穂乃圭（３－１） 荒木 采子（３－２）
【特選】 辻本 柊斗（２－３） 【入選】 砂津 紫野（１－４）
鰻田 潤 （２－３）
【佳作】 森内 章平（１－２）
荒井 なつみ（２－４）
山本 万尋（２－４）

税についての作文
防火ポスター

中学生人権ポスターコンクール
【福井地方法務局小浜支局長賞】荒木 和也（１－４）
朽木 純（２－１）
【福井新聞社賞】山内 伽那実（１－１） 【高浜町長賞】佐藤 彩（１－３） 岩佐 萌々香（２－１）
【奨励賞】 今村 航大（１－２） 松岡 亜弥音（１－２） 松田 龍成（１－２）
田中 萌々花（１－３）
中嶋 雪乃（１－３） 丸田 樹冴（１－４）
森下 由梨（２－１）
羽兼 李花（２－２）
県中学生ロボットコンテ スト 【第３位】久原 巧夢（２－４） 中江 貴大（２－４）
高浜町人権作品コンクール
【作文の部 優秀賞】
高瀬 彩花（２－４） 田中 紀衣（３－４）
【標語の部 優秀賞】
栗林 凜花（１－２） 佐藤 まりな（２－２） 池本 唯七（３－１）
【ポスターの部 優秀賞】辻村 咲里（１－１） 高橋 奈緒（２－１）
江上 奈緒（２－３）
【 作 文の 部 佳作 】 今村 航 大（１－２） 日 髙 新 （１－４）
堀尾 汐里（２－３） 北 村 水晶 （３－３）
【標語の部 佳作】大安 悠斗（１－１） 山内 伽那実（１－１） 木下 天寧（２－３）
【ポスターの部 佳作】 垣内 彩咲（１－４）
村松 愛梨（２－１） 山本 優奈（２－１）
非行防止標語 【佳作】

中江 明日香（３－３） 藤原 彩華（３－３）

いっしょに読もう！新聞コンクール
【県ＮＩＥ推進協議会賞】 澤田 怜依（１－３）
【奨励賞】友光 詩織（１－３） 岡本 天 （１－４）
川井 優海（２－２） 羽兼 李花（２－２）
池本 唯七（３－１） 武田 拳悟（３－２）

的場
中川
高橋
山﨑

夏希（３－４）
月 （１－４）
朋也（２－４）
悠理（３－２）

朽木 純 （２－１）
山本 万尋（２－４）
濱側 慧士（３－３）

１月の 行事予 定
１日 （日 ） 元日
９ 日 （ 月） 成 人の 日
１０ 日 （ 火） 始 業式 給食 なし
１１ 日 （ 水） 給 食開 始

１５ 日 （日 ） 嶺南地区吹奏楽アンサンブルコンテスト（パレア若狭）
１ ８日 （ 水） 県 立・ 県 内私 立 高校 推 薦入 試
２ ０日 （ 金） 県立・県内私立高校推薦入試合格発表

