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　広報委員会では、7
月と12月に、広報誌「育
成会だより」の発行を

予定しています。
　保護者の皆様が「見たい、知りたい」
情報を考え、取材し、記事にできたらと、
委員みんなで意見を出し合いながら作
業をしています。1人でも多くの方に手
にとっていただける広報誌を目指しま
す。一年間どうぞよろしくお願いいた
します。

広報委員会

委員長　平鍋佐知子

　進路生活委員会では、
例年行われている「交通
安全指導」の他、今年

度から育成会主催で1年生を対象とした、
キャリア教育『キミのミライのカタチ 〜
ふくい「仕事人」によるキャリア講座〜』
を7月に開催します。文理選択の前に多様
な仕事や職業観、人生観を知ってもらい、
生徒たちの今後の進路選択の一助になれ
ばと考えています。一年間どうぞ宜しく
お願いいたします。

進路生活委員会

委員長　賀川泰成

　総務委員会では、学
校行事の支援協力をは
じめ、育成会関連会議

の企画運営を行います。今なおコロナ
の影響を受け育成会としての活動もな
かなか困難な状況ではありますが、生
徒たちのために何かできることはない
か模索しながら、保護者一体となって
活動して参りたいと思います。一年間
よろしくお願いいたします。

総務委員会

委員長　坂口雄介

令和4年度　育成会活動方針

Welcome to Usui
　北出校長先生による新学科（探究特進科）の開科宣
言の後、令和 4 年度入学式が行われました。294 名の
新入生の皆さん、保護者の皆様、ご入学おめでとうご
ざいます。
　入学式の後、新入生の保護者の皆様を、育成会の
新しいメンバーとしてお迎えしました。

　平素より育成会活動に際し深いご理解と
ご支援を頂き厚く感謝申し上げます。
　この度、育成会会長を仰せつかりました
宇佐美嘉一です。皆様の益々のご支援を賜
りながら、精一杯努めさせて頂きたいと思
いますので何卒よろしくお願い申し上げま
す。

　３年目に入ったコロナ感染症の影響により、子どもたちを取
りまく学校生活や環境は大きく変化しており、「ウイズコロナ」
として少しずつ活動が再開されはじめています。そのような中
でも子どもたちには、学校生活を楽しみ、友をつくり、それぞ
れの目標に向かって努力し多くを学び、高校生活を送ってほし
いと思います。
　その子どもたちの応援者である私たちは教員の皆様と力を合
わせ、連携を図りながら育成会活動を行ってまいりたいと思い
ますので、より一層のご協力ご理解をお願い申し上げます。

育成会会長
宇佐美　嘉一

育成会　挨拶

　保護者の皆様には、日頃より本校の教育
活動にご理解とご協力を賜り深く感謝申し
上げます。 
　本校は、今年度より、新学科を設置し、
普通科と探究特進科という２つの学科をも
つ高校として新たなスタートを切りまし
た。これからお子様が生きていく社会は、
職業や働き方、ライフスタイル等が大きく変化していくと考え
られます。本校では、毎日の授業、部活動、学校行事等の他、
本校の特色の一つである「ＰＢＬ（Project Based Learning）」、
さらに新１年生からは、普通科・探究特進科とも「ＡＳＵ（After 
School Usui）」という「自分の学びを自分でデザインする時間」
を設け、あらゆる場面で、自分の将来を展望し、学び続ける態度、
自らの人生を自ら切り開いていこうとする姿勢を育成したいと
考えております。
　これからも、生徒の皆さんが充実した高校生活を送れるよう、
保護者の皆様とともに支援していきたいと思いますので、一層
のご理解とご協力をお願いいたします。

校長
北出　奈美

ごあいさつ

入学式
2022.4.7

2



A.カリキュラムの都合上、2.3年生はASUの時間を
設ける予定がありません。でも自主的に学習して、
分からない所を先生に質問するのはいつでもOKです！

１年生がやってるASUって何？
（After School Usui の略です）

ア　スア　ス

　令和４年度の入学生より　ASU（生徒自ら計画して学習に取り組む時間）が毎週金曜日の6.7限目に始まり
ました。授業の予習復習や、学習動画サイトを使用しての学習などみんな真剣に取り組んでいます。

全員が同じ授業を受ける　 のではなく 個人が自分の課題を自ら
見つけて取り組む時間

自分が取り組むべき課題を自分で見つけ、苦手分野を把握し、強化するための時間です。
・学習動画サイト（料金は支払い済）による動画視聴での学び直し
・自分が聞きたいことを教科担任の先生に聞きに行く
・友達と助け合いながら１問の問題を解く
何をしてもOK ！先生は指導ではなく、支援をする時間です。
取材したところ、みんなとてもまじめに取り組んでいるとのこと。
今は１年生だけですが、３年かけて全学年に取り組まれていくそうです✨

Q.2.3年生はやらないの？

７月８日（金）のASUは
『ふくい「仕事人」による

キャリア講座』！

様々な職種の方からお話を伺います。
講座の様子は次号広報誌にて詳しく
お知らせします！

自転車で事故を起こしたとき、
相手に支払う賠償金が出る保険に
加入することが義務になりました！

学生が自転車走行中に加害者になった場合、保護者に高額の賠償請求をされる事例が相次いでいます

事故発生→怪我人の救護（１１９番）→安全確保
→連絡先の確認→保険会社等へ連絡

軽い怪我でも必ず保護者、学校、警察へ連絡！
最初は軽い症状でも後々重傷となる可能性もあります。

相手の連絡先は必ず交換！
自分が被害者でも加害者でも、必ずお互いの連絡先を
交換しましょう。

きちんと事後処理をしてから学校に行こう！
「たいした怪我じゃないから・・・」
「自分も悪かったから・・・」
「事故にあったと言ったら怒られるかも・・・」
「遅刻するから・・・」
怪我が軽くても慌ててその場を離れず、
相手ときちんと連絡先を交換してから移動
しましょう。車×自転車の事故はほとんどの場合
車の方が過失割合が大きくなります。

７月から自転車保険の加入が義務にな
りましたが、対応はお済みですか？
年度初めに、県高等学校PTA連合会の

「高校生総合保障制度」に加入された
方は、その中に個人賠償責任保障が組
み込まれていますので、新しく加入する
必要はありません。
何も入ってない場合は、今からでも加
入することができます（保険料は卒業
までの残り月数に応じて変わります）。
お問い合わせ先

㈱アイル保険センター
TEL:0776-23-3419
何人かの保護者の方にどうして
いるのか聞いてみました

自分の自動車保険の特約で
賠償責任保険を付けている
ので家族全員がカバーできて

いて安心♪

羽水高校では３割以上の
生徒が加入しています。

サイクルライド保険に
加入しました。年間2,000円

程度の掛金だし、ネットで
簡単に申し込みできて楽♥

令和４年

７月１日から
備えは大丈夫？

知ってますか？

突然の事故でも落ち着いて行動出来る様に、
親子間で対処法を確認しておきましょう！

3



★羽水高校　広報委員会★

羽水高校
の

PBLがす
ごい！ 広報誌に PBL の事を載せたいけどイマイチ何してるか

分からないよね

へぇ～！おもしろそう！！

子どもたちが将来どんな仕事をするにしてもそういう能
力が求められるよね。教科書に書いてない答えをどうや
って見つけていくか・・・

うんうん

え～！そうなの！？全然知らなかった！
うちの子、そんなこと出来るかな笑

うちの子かも（-_-;）

高校生だから大目に見てあげて～☹

生徒全員が同じプロジェクトじゃなくて、別々に取り組
んでるの？？

Project　Based　Learning の略だよね？
そもそもプロジェクトって何？

でも地域の大人が一生懸命に取り組んでも解決が見えな
いこともあるのに高校生がちょっと考えたくらいで何が
出来るんだろう・・・

そうそう。例えば、あるチームは「福井駅東口を活性化さ
せるには？」、あるチームは「子どもの誕生日休暇を導
入させるために」っていうふうに

結果的には何も変わらないかもしれない。でも高校生が身
近にある課題を見つけて、目標を設定して考え、プロジェ
クトに真剣に取り組むことに意味があるんだと思うよ

で、地域の課題に取り組んでいる大人を見つけて会って
もらうために電話でアポをとるところから子どもたちが
自分でやるらしいよ！

苦情もあるんだって 💦

「羽水の生徒から電話がかかってきたけど対応がなって
ない」とか

学校としては一般的な指導はするけれど全部の電話にいち
いち先生が立ち会うことはしないみたい。クレームには
丁寧に説明してお願いするんだって。
失敗して叱られるのも教育活動の一環だからって

現３年生の PBLをずっと
見てきた松田充弘先生
（写真右側）に伺いました

普段の PBLの時間
はチームごとに話し
合い

地元新聞社の方
から福井の現状を
学ぶ「ワクワク新
聞講座」

地域発見講座。地域
から様々な分野の講
師を招き、その分野
の活動や構造を学ぶ

地域のことに取り組んでいる
大人の方に会いに行く
（フィールドワーク）

中間報告会
（１年１２月）
取材を受けて下さった
地域の大人の方や
大学の先生を招き、
アドバイスをいただく

課題設定報告会
（１年３月）

引き続きチームごと
の話し合い
（２年４月）

１年生

2年生

「何らかの目標を達成するための計画」って事らしいよ。
７年前から始めて年々バージョンアップしてるんだってー。
育成会だよりの取材で先日 PBL 担当の先生に話を聞いて
きたの。だいたい３人１組でチームを作って、チームごと
にどういうプロジェクトに取り組むか決めてるみたい
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インターネットでは知り得ないことがいっぱい聞けるみたい

たいがいダメ出しを受けるらしいよ

現場に行くことが大事なんだね

それは緊張するね～

！！！　現実は厳しい～☹

あーでも実際に長年真剣に向き合ってきた人の言葉だね～

超大変！めっちゃ時間かかるよね

そうなんだ！発表見てみたいな～

へぇ～でもそこに選ばれなくてもすごい力が身につくよね。
「協力する力」とか「粘り強く取り組める力」とか。大人に
なって仕事したら絶対必要だもん

情熱を持った熱い大人に会って、その人の言葉を聞くと、
子どもたちには衝撃だよね

それで学べることも多いよね。友達同士でスマホで話すこと
はあっても、アカの他人、しかも大人にお願いの電話をする
機会なんてなかなかないもんね

失敗しないように手取り足取りするのではなくて、敢えて自
分たちだけでやらせることで成長を見守ってくれてるんだね。
親はついつい過保護になりがちだからありがたいわ

それで地域のことに真剣に取り組んでいる大人に会って、
子どもたちも自分に何が出来るのか真剣に考えるわけ

「君たちは簡単にそう言うけど、こういう問題があってさ、
今の提案には現実性がない！」みたいな

そこでめげずに、ダメ出しを踏まえて自分たちのプロジェ
クトを練り直して新たな取材を行う→次の報告会にぶつける

１年生の時に作ったチームはクラス替えがあっても解散せず
に２年生の１２月の報告会を目指して活動→２年生の１～２月
に活動を振り返って各個人が論文にまとめる→優秀チーム
は３年生の４月に全校生徒の前で発表するし、頑張って活動し
ているチームは自主的に福井大学等で発表する機会がある
みたいだよ～

それでまとめた成果を「中間報告会」で発表するの。
その発表会の場に取材に協力してくれた大人たち
を招待するんだってー！

中間報告会
（２年７月）
大学の先生や地域
の方がアドバイザー
（コロナ禍期間中は
オンラインでした）

最終報告会
（２年12月）
地域の方や、大学
の先生に分野ごとに
優秀チームを選んで
いただきます

探究論文執筆中
（２年１月）

３年優秀チーム
の合同発表会

福井大学のイベント
での発表

成果報告集は
冊子に

各教室に
置いてあります

探究ルームが完成しました！
全面がスクリーンとして利用可能な壁！

机・椅子のレイアウトは自由自在！使用は９月から

↓
↓

↓

3年生

PBL がきっかけで地域の人達と深く関わるようになって
イベントを企画したりして、すごく喜ばれてるチームもある
みたいだよ
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材料費、光熱費の高騰により、値上げ
せざるをえなくなったそうです。

羽水高校のホームーページが
リニューアルしています！
欠席連絡もホームページから出来て便利！

トップページ ログインページ

改定前 改定後
日替わり弁当 430円 ⇒ 500円
　ご飯なし 380円 ⇒ 450円
　ご飯大盛り 480円 ⇒ 550円
唐揚げランチ 430円 ⇒ 500円
ハンバーグランチ 430円 ⇒ 500円
オムハヤシ 430円 ⇒ 500円
オムライス 430円 ⇒ 500円
カレーライス 400円 ⇒ 450円
チャーハン 400円 ⇒ 450円
ハヤシライス 400円 ⇒ 450円
ボルガライス 500円 ⇒ 550円
カルビ丼 430円 ⇒ 500円
玉子カツ丼 370円 ⇒ 450円
ソースかつ丼 370円 ⇒ 450円
たまご丼 320円 ⇒ 400円
カレーラーメン 350円 ⇒ 400円
ラーメン 320円 ⇒ 400円
肉うどん・そば 370円 ⇒ 420円
きつねうどん・そば 320円 ⇒ 370円
カレーうどん・そば 320円 ⇒ 370円
かけうどん・そば 260円 ⇒ 300円
　一改定事由一
今般の世界情勢、円安の影響を受けた材料費（小麦を代表とする穀類、野菜類、食用油、
肉類、魚介類等）、原油高による光熱費の高騰により現状の価格は当社の企業努力では
カバーできず維持することが困難となってきました。
つきましては、現在ご提供している食事のレベルを維持する為にも値上げせざるをえな
いことをご理解頂きたいと思います。

主な改定

５月６日に連絡エクス
チェンジで送付した各
学年の IDとパスワー
ドを入力してください。
年間行事予定などが確
認できます。

スクールプランや使用教科書についてなどいろんな情報
が公開されています。ブログも日々更新しています！

日々
更新中！

　5 月 24 日（火）に芸術鑑賞会「歌舞伎ワークショップ　義太夫と舞踏披
露名場面『五條橋』」がありました。従来は２～３年に一度行われていた芸
術鑑賞会ですが、コロナ禍の影響により４年ぶりの開催となり、全生徒に
とって初めての鑑賞会となりました！

　午前・午後の２回公演で生徒を半分に分け、途中に換気を兼ね
た休憩をはさみ、感染対策をとって行われました。
　スクリーンを利用した歌舞伎の解説に始まり、長唄、三味線、
ツケ打ちの説明と実演。ワークショップでは生徒たちがステージ
で見得と立ち回りに挑戦しました。最後の「五条橋」の上演で、
生徒達は牛若丸と弁慶の立ち回りに見入っていました。

A. 歌舞伎は世界中の人が注
目している日本文化（“ク
ールジャパン”の１つ）で
すが、敷居が高く普段はな
かなか見る機会がないので
生徒に見てもらいたいと思
い企画しました。

生徒達にも感想を聞くと「生演奏の音や声の迫力がすごかった！」の声がたくさんありました。
企画してくださった先生方、㈱東京音楽鑑賞協会の方、演じてくださったプロの演者の方、ありがとうございました！

コロナ禍の影響で４年ぶりの芸術鑑賞会となりました！

俊敏な動きより
ゆっくり動くのが

難しい！

立ち回りは真似

するだけで精一杯…

広報委員も鑑賞させていただきました !広報委員も鑑賞させていただきました !

食堂価格改定（９月から）

ワークショップの様子 Q. 先生に質問！
何故、歌舞伎公演を
企画されたのですか？

ざわざわしている生徒が
全くいなくて感心した

寝ている子がいなくてびっくり！

大人も楽しめる内容だった

一生に一度かもしれないような
芸術体験を子どもたちにさせて
あげられて良かった

歌舞伎の演目が、史実と真逆の内容で
発展してきたことが分かり、親も興味
深く楽しめた
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男子バスケットボール部男子バスケットボール部
部員：３年８人、２年11人、１年10人
マネージャー：３年２人、２年０人、１年２人
正顧問　林和男先生　バスケに精通し、部員を成長さ

せてくれる先生
副顧問　相澤聡明先生　シューターで母のようにやさ

しい先生

女子バレーボール部女子バレーボール部
部員：３年５人、２年３人、１年７人
マネージャー：３年１人、２年０人、１年１人
正顧問　永田卓裕先生　熱血で部員思い！大会でもら

い泣きします！
副顧問　松田亜紀子先生　一番怒らなくて、皆の癒や

しのお母さん！

男子バドミントン部男子バドミントン部
部員：３年８人、２年13人、１年12人
正顧問　古川悠真先生　全力指導＆試合に負けたら…
副顧問　大久保昌倫先生　今、桜島に行こうとトレー

ニング中！

女子ソフトテニス部女子ソフトテニス部
部員：３年19人、２年14人、１年９人
正顧問　片桐聡子先生　経験者としてたくさんアドバ

イスくれる！
副顧問　長谷川麻紀子先生　大会時、私たちを落ち着

かせてくれる！

女子バスケットボール部女子バスケットボール部
部員：３年１人、２年７人、１年８人
マネージャー：３年０人、２年１人、１年３人
正顧問　林えり先生　明るくて熱い先生。毎日炭酸水

飲んでいます
副顧問　澤田則義先生　たまにギャグを言う、おもし

ろくて優しい先生

男子ハンドボール部男子ハンドボール部
部員：３年０人、２年６人、１年11人
マネージャー：３年４人、２年１人、１年２人
正顧問　志々場祐太先生　陰で部員のことを人一倍

思ってくれる先生
副顧問　野地祐之先生　部員の内面を指導してくださ

る優しい先生

女子バドミントン部女子バドミントン部
部員：３年７人、２年２人、１年９人
マネージャー：３年１人、２年０人、１年１人
正顧問　虎間佳子先生　ふと先生を見るとよくジャン

プしている人！
副顧問　藤部美里先生　実は点数を取ったときの拍手

の音がでかい人！

硬式野球部硬式野球部
部員：３年14人、２年11人、１年17人
マネージャー：３年２人、２年４人、１年２人
正顧問　富田卓之先生　整備のトラックがめちゃく

ちゃ上手い
副顧問　笈田明彦先生　口ぐせは「飯！」
副顧問　山本卓也先生　実はマッチョ

男子バレーボール部男子バレーボール部
部員：３年５人、２年６人、１年10人
マネージャー：３年２人、２年０人、１年２人
正顧問　大椙和道先生　誰よりもバレーボールが大好

きな熱血先生
副顧問　谷口典雄先生　実はバスケットボールと縁が

深い先生

女子ハンドボール部女子ハンドボール部
部員：３年６人、２年４人、１年７人
正顧問　棟田章裕先生　三十肩なんて気にせずシュー

トを決める人
副顧問　吉田秀二先生　初の副顧問で誰よりも大物監

督感を出す人

男子ソフトテニス部男子ソフトテニス部
部員：３年９人、２年２人、１年14人
マネージャー：３年３人、２年１人、１年３人
正顧問　松原圭亮先生　面白く、とても頼りがいのあ

る先生
副顧問　松田充弘先生　部員のことをとても気にかけ

てくれる先生

陸上部陸上部
部員：３年10人、２年13人、１年12人
マネージャー：３年２人、２年１人、１年３人
正顧問　田村文和先生　生徒を第一優先してくれる優

しい先生
副顧問　橋本千宙先生　相談に乗ってくれる頼れる先

生

部活動紹介部活動紹介

写真提供協力：渡辺写真館
各部の部員数は、６月１５日付の調査に基づいています。その後の増減があるかもしれません。
３年生が引退した部もありますが、３年生の部員数は引退前の人数です。
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サッカー部サッカー部
部員：３年10人、２年19人、１年13人
マネージャー：３年１人、２年４人、１年２人
正顧問　大越亮介先生　サッカーと教育に熱い先生
副顧問　姉崎将太先生　普段は優しいがダメなことは

叱ってくださる

硬式テニス部硬式テニス部
部員：３年16人、２年18人、１年５人
マネージャー：３年１人、２年２人、１年１人
正顧問　浦日出夫先生　みんなを優しく包む硬式テニ

ス部のお父さん
副顧問　松浦正樹先生　しっかり部員を見て、チーム

を活気づける

書道部書道部
部員：３年１人、２年２人、１年０人
正顧問　小竹伸之先生　厳格そうですが、優しさあふ

れる先生です
副顧問　八木明子先生　精神面のサポートをよろしく

お願いします

柔道部柔道部
部員：３年０人、２年５人、１年２人
正顧問　河合伸介先生　武道館にある綱を腕の力だけ

で登れる先生
副顧問　川瀬勲二先生　自慢のギャグで生徒と会話を

弾ませる先生

吹奏楽部吹奏楽部
部員：３年20人、２年23人、１年15人
正顧問　佐野明彦先生　実は中学時代、サッカー部

だった！！
副顧問　山本美好先生　謎に打楽器メーカーのＴシャ

ツを持っている。
副顧問　酒井薫先生　実は３児の母！部活でもお母さ

ん的存在♡

卓球部卓球部
部員：３年11人、２年５人、１年３人
マネージャー：３年０人、２年１人、１年０人
正顧問　谷口佳史先生　時に優しく時に厳しいメリハ

リがある先生
副顧問　南拓実先生　話しやすくて明るく指導してくだ

さる先生

なぎなた部なぎなた部
部員：３年１人、２年８人、１年８人
正顧問　野坂正道先生　他のなぎなたの指導者にも頼

りにされている
副顧問　真柄尚美先生　心の面でもサポートしてくれ

る

演劇部演劇部
部員：３年２人、２年０人、１年４人
正顧問　児泉和美先生　穏やかで頼りがいのある先生

です
副顧問　浦井加容子先生　優しくて意外とノリの良い

先生です

放送部放送部
部員：３年５人、２年３人、１年８人
正顧問　西野昭先生　部員の意見に共感してくれる優

しい先生
副顧問　伊部公治先生　静かで落ちついた先生です

合唱部合唱部
部員：３年３人、２年１人、１年５人
正顧問　松濱未来先生　笑顔が素敵でとても気さくな

先生です
副顧問　錺村明先生　関西弁を話し、活気に満ち溢れ

た先生です

剣道部剣道部
部員：３年２人、２年６人、１年５人
マネージャー：３年１人、２年０人、１年０人
正顧問　小川隼人先生　おもしろくてとにかく剣道に

熱い先生
副顧問　田中博文先生　部をサポートするとてつもな

く優しい先生

ボクシング部ボクシング部
部員：３年５人、２年２人、１年５人
マネージャー：３年３人、２年０人、１年２人
正顧問　柏崎刀翔先生　全日本チャンピオン
副顧問　平本卓也先生　イカつい車の持ち主。でも、

超安全運転

茶華道部・生活科学部茶華道部・生活科学部
部員：３年７人、２年４人、１年１人
正顧問　浦井加容子先生　穏やかで眼鏡がチャーミン

グな素敵な先生
副顧問　真柄尚美先生　テキパキと指示をくれる面倒

見の良い先生

美術部美術部
部員：３年７人、２年11人、１年４人
正顧問　反保千佳子先生　桃色が好きで、私物はどれ

も可愛らしいです
副顧問　田中宏明先生　穏やかで大人の余裕がある先

生です

邦楽部邦楽部
部員：３年６人、２年12人、１年４人
正顧問　谷勝広先生　音のことなら何でも分かる！
副顧問　南保仁美先生　優しくてみんなを見守ってく

れる先生です！
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部活動大会等結果部活動大会等結果

県大会（高校総体福井県予選その他）

自然科学部自然科学部
部員：３年６人、２年３人、１年６人
正顧問　北村美咲先生　火山大好き！地学界のスーパー

ルーキー！
副顧問　浅野裕治先生　昆虫採集はもちろん、茶の湯

も楽しんでます

JRC部JRC部
部員：３年９人、２年０人、１年４人
正顧問　堀香緒理先生　実はモンブランに登ったこと

があります！
副顧問　松田亜紀子先生　実は槍ヶ岳に登ったことが

あります！

写真部写真部
部員：３年12人、２年７人、１年６人
正顧問　谷勝広先生　生徒想いで親しみやすいお父さ

ん的存在
副顧問　吉田繁先生　サスペンダーが似合うおじい

ちゃん的存在

ESS部ESS部
部員：３年２人、２年０人、１年２人
正顧問　錺村明先生　外国の先生と飲みに行くほどコ

ミュ力がある
副顧問　山本美好先生　とても優しくてたくさんほめ

てくれます

Ｐ級　　優勝　榊 凰世生（２年）北信越大会出場
ＬＦ級　２位　坂本晏慈 （３年）北信越大会出場
Ｂ級　　２位　廣本琉偉 （３年）北信越大会出場
　〃　　３位　川下夏樹 （２年）北信越大会出場
Ｌ級　　２位　森 友宏　（３年）北信越大会出場
ＬＷ級　優勝　土井千颯 （３年）インターハイ出場

（北信越大会はケガのため出場辞退）
Ｗ級　　優勝　水野泰成 （３年）北信越大会出場

試合競技　団体　２位　北信越大会出場
　　　　　個人　優勝　窪田彩佑（３年）
　　　　　　　　　　　インターハイ、北信越大会出場
　　　　　３位　島崎結加（２年）　北信越大会出場
演技競技　優勝　窪田彩佑（３年）・島崎結加（２年）
　　　　　　　　　　　インターハイ、北信越大会出場

日華化学杯　県３位（４月）
総体県予選　準優勝　北信越大会出場

男子４×100ｍリレー　３位　北信越大会出場　
　吉田大翔（３年）、高田琉聖（３年）、
　小林蒼（２年）、宮谷壮人（３年）
男子４×400ｍリレー　６位　北信越大会出場
　小林蒼（２年）、小林稜典（３年）、
　熊野雄斗（２年）、宮谷壮人（３年）
女子円盤投げ　３位　坂川愛佳（２年）
　　　　　　　　　　　　　北信越大会出場

団体　第３位
個人　宇佐美利樹（３年）・妹尾悠生（３年）ペア
　　　ベスト16　北信越大会出場
　　　田中丈丸（２年）・仲村秋音（２年）ペア
　　　ベスト16　北信越大会出場

　団体３位　北信越大会出場

　ベスト８

県強化大会　ベスト８
総体県予選　ベスト８

　ベスト８

県新人大会兼北信越新人大会２次予選（１月）　
　ベスト８
県強化大会（４月）
　ベスト８

60㎏級  　１年　奥村大河　５位　北信越大会出場
73㎏級　  ２年　松原尚範　５位　北信越大会出場
100㎏級　１年　井上翔大　５位　北信越大会出場

県アンサンブルコンテスト（１月）
　打楽器６重奏チーム「金賞」（県代表として北陸
アンサンブルコンテスト出場）
県ソロコンテスト（２月）
　アルトサックス　中川百花（現２年）「金賞」

県ヴォーカルアンサンブルコンテスト（２月）
　「金賞」「FBC賞」（２位相当）

全国高校総文県代表選考会　美術･工芸部門（昨年11月）
　宮前夏実（現３年）、木下ヒカル（現３年）
　　上位７作品に選ばれて
　　今夏の全国高校総合文化祭東京大会に出品
福井県高等学校総合文化祭公募ポスター選考会（６月）
　濱田結衣（２年）　優秀賞
　向井温美（２年）　佳作

県高校総合文化祭（昨年11月）
　アナウンス部門　村中風香（現３年）
　　　　　　　　　前田和花（現２年）
　朗読部門　　　　野村明咲（現２年）
　全国高等学校総合文化祭東京大会出場
ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト福井県大会（６月）
　テレビドキュメント部門　優秀賞(４位相当)Ｎコン全国出場
　ラジオドキュメント部門　優秀賞(２位相当)Ｎコン全国出場
　創作ラジオドラマ部門　　優秀賞(２位相当)Ｎコン全国出場
　アナウンス部門　　　　　優秀賞(２位相当)村中風香（３年）
 　　　　　Ｎコン全国出場
　　　　　　　　　　　　　優秀賞(４位相当)前田和花（２年）
 Ｎコン全国出場
　朗読部門　優秀賞（５位相当）野村明咲（２年）Ｎコン全国出場
　　　　　　優良賞（７位相当）⻆谷文歌（１年）近畿総文出場

ボルダリングユース日本選手権倉吉大会（６月）
　木津紅葉（１年）９位

全国高校囲碁選手権大会福井県大会（５月）
　齊藤貴大（２年）個人A級（有段者）２位
                   全国高校囲碁選手権大会出場
                   全国高等学校総合文化祭東京大会出場

県高校春季総合体育大会水泳競技大会（６月）
　関元　拓也（１年）100ｍ背泳ぎ 5位 北信越大会出場
　関元　拓也（１年）200ｍ背泳ぎ  2位 北信越大会出場
　川　慶太郎（２年）100ｍバタフライ 8位 北信越大会出場
　和多田亮太（３年）200ｍ個人メドレー 4位 北信越大会出場
　和多田亮太（３年）1500ｍ自由形 2位 北信越大会出場

風花随筆文学賞 高校生の部（３月）
　田中美琴（現２年）　佳作
　金森真純（現２年）  奨励賞
　吉川実咲（現３年）  奨励賞
　木村美咲（今年３月卒業）奨励賞
　塚本百朋（今年３月卒業）奨励賞

北信越新人戦（１月）
　選抜の部　ＬＷ級　２位　土井千颯 （現３年）
　新人の部　ＬＦ級　優勝　榊 凰世生（現２年）
　　　　　　Ｂ級　　２位　川下夏樹 （現２年）
北信越高校総体（６月）
  【Aパート】
　Ｐ級　　２位　榊 凰世生（２年）　インターハイ出場
  【Bパート】
　ＬＦ級　優勝　坂本晏慈（３年）
　Ｌ級　　優勝　森 友宏（３年）

北信越高校総体（６月）
　試合競技　団体　３位
　　　　　　個人　窪田彩佑（３年）２位
　演技競技　窪田彩佑（３年）・島崎結加（２年）ペア　優勝

北陸アンサンブルコンテスト（２月）
　打楽器６重奏チーム「銀賞」
　　吉村美咲（現３年）木村深鈴（現３年）八木ひなた（現３年）
　　山内美咲（現３年）野川涼太朗（現３年）宮島海翔（現２年）

北信越高等学校選抜放送大会新潟大会（２月）
　アナウンス部門　優良賞（４位相当）村中風香（現３年）
　　　　　　　　　優良賞（８位相当）前田和花（現２年）

なぎなた部

吹奏楽部

放　送　部

ボクシング部

北信越総合体育大会および
その他のブロック大会 結果

なぎなた部

ボクシング部

男子ハンドボール部

柔　道　部

陸　上　部

男子バドミントン部

女子バドミントン部

吹奏楽部

合　唱　部

美　術　部

放　送　部

男子バレーボール部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

男子ソフトテニス部

水　泳

囲　碁

スポーツクライミング

その他

部活動以外

大会名の無いのは、高校総体県予選の成績です
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１年 ２年

❶ 教科　　　　　　　　❷ 顧問部活（正 OR 副）
❸ 生まれかわるなら？　❹ もしこの仕事についていなかったら？教職員紹介教職員紹介

写真撮影協力
羽水高校写真部生徒

１組 永田　卓裕

❶英語
❷女子バレーボール（正）
❸喫茶店のマスター
❹キャビンアテンダント

小川　隼人

❶理科、情報科
❷剣道（正）
❸坊主でマッチョ
❹予備校講師

２組 吉田　秀二 澤田　則義
（探究企画部長）

❶数学
❷女子ハンドボール（副）
❸やっぱりまた男
❹正直、考えたことがない

❶英語
❷女子バスケットボール（副）
❸愛される大型犬
❹理系学部進学➡企業に

３組 山本　卓也 谷口　佳史

❶地歴・公民
❷野球（副）
❸宇宙人
❹気象予報士

❶国語
❷卓球（正）
❸ 2200 年に生まれたい！
❹冒険家

４組 姉崎　将太 吉田　繁

❶地歴・公民
❷サッカー（副）
❸鳥（自由に空を飛んでみたい）
❹ドローン操縦士

❶国語
❷写真（副）
❸ミニオン
❹社会起業家

５組 棟田　章裕 真柄　尚美

❶理科、情報
❷女子ハンドボール（正）
❸ねこ
❹薬剤師

❶家庭
❷茶華道・生活科学（副）なぎ

なた（副）
❸桑田佳祐の嫁（原由子）
❹看護師か助産師

６組 志々場　祐太 河合　伸介

❶保健体育
❷男子ハンドボール（正）
❸プロ野球選手
❹プロサッカー選手

❶英語
❷柔道（正）
❸イーロン・マスク
❹ソフトウェアの品質保証

７組 相澤　聡明 柏崎　刀翔

❶国語
❷男子バスケットボール（副）
❸のんびり動物と戯れる生活
❹料理人

❶保健体育
❷ボクシング（正）
❸鳥
❹飲食店・自衛官・ジム経営

８組 児泉　和美 虎間　佳子
（１年学年主任）

❶数学
❷演劇（正）
❸魔法使い
❹図書館司書

❶地歴・公民
❷女子バドミントン（正）
❸トレジャーハンター
❹ツアーコンダクター

１組 長谷川　麻紀子 平本　卓也

❶英語
❷女子ソフトテニス（副）
❸トトロかエルサ
❹海外で働いている or 海外と

やり取りする仕事

❶地歴・公民
❷ボクシング（副）・水泳引率
❸小さい時からゴルフを始めた

い
❹スポーツ関係の仕事

２組 南保　仁美 田中　宏明

❶地歴・公民
❷邦楽（副）
❸「ローマの平和」の頃のロー

マ市民
❹出版社に勤務

❶英語
❷美術（副）
❸また同じ両親のもとに
❹教職以外は考えられない

３組 大久保　昌倫 古川　悠真

❶英語
❷男子バドミントン（副）
❸もう一度全く同じ人生を繰り

返したい
❹観光ガイド 大学生のときバ

イト経験有り

❶地歴・公民
❷男子バドミントン（正）
❸鳥になりたいです
❹歴史学者になりたかった！

４組 北村　美咲 林　えり
（保健部長）

❶理科
❷自然科学（正）
❸アドベンチャーワールドのパ

ンダ
❹気象予報士

❶保健体育
❷女子バスケットボール（正）
❸空を自由に飛び回りたい
❹吉本の芸人

５組 大越　亮介 川瀬　勲二

❶保健体育
❷サッカー（正）
❸ピアニスト
❹鯖江市民なので眼鏡業界

❶数学
❷柔道（副）
❸声を活かすアナウンサー・声

優
❹考えたことない

６組 野坂　正道 浦井　加容子

❶理科、情報
❷なぎなた（正）
❸絵が上手な人になりたい
❹印刷業。プリント印刷大好き

❶国語
❷茶華道・生活科学（正） 
　演劇（副）
❸畑のある家に住みたい
❹本を読み聞かせする人

７組 田中　博文 大椙　和道
（２年学年主任）

❶国語
❷剣道（副）
❸宇宙飛行士になりたい
❹自営業にあこがれをもってま

す

❶数学
❷男子バレーボール（正）
❸イタリア人
❹大すぎ商店の跡取り

８組 笈田　明彦 南　拓実

❶数学
❷野球（副）
❸もう一度自分
❹建築士

❶理科
❷卓球（副）
❸魚（自由に海を泳ぎたい）
❹プロ野球選手になりたい

担　任 担　任

副担任

副担任

浦　日出夫
（探究特進科主任）

❶地歴・公民
❷硬式テニス（正）
❸もう一度、自分の人生を！
❹世界中を飛びまわっていたいな！
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３年

松田　亜紀子
（教務部長）

野地　祐之
（生徒指導部長）

❶英語
❷女子バレーボール（副）・

JRC（副）
❸旅人
❹本に関わる仕事

❶数学
❷男子ハンドボール（副）
❸サイボーグ
❹航空機のメカニック

反保　千佳子 谷　勝広
（進路指導部長）

❶芸術（美術）
❷美術（正）
❸うさぎか雪
❹美術品修復士か食べ物のレプ

リカを作る人

❶数学
❷写真（正） 邦楽（正）
❸もう一度自分の人生をやり直

す
❹パイロットになりたかった

松濱　未来 佐野　明彦
（３年学年主任）

❶芸術（音楽）
❷合唱（正）
❸「ベルサイユのばら」のオス

カル
❹宝塚歌劇団の男役

❶地歴・公民
❷吹奏楽（正）
❸もう少しまじめに勉強する
❹外資系の金融企業

丸中　沙緒里 髙嶋　郁子

❶理科
❷邦楽
❸鳥になって飛びたい
❹投資家

❶家庭
❷茶華道・生活科学
❸ねこ
❹花屋

加藤　愼一郎 小竹　伸之

❶数学
❷なし
❸人間でしょう
❹どこかの工学部出てどこかの

会社で研究 or 商品開発 or エ
ンジニア

❶芸術（書道）
❷書道（正）
❸がんばって勉強する
❹板前さん

堀　香緒理 加藤　千春

❶養護教諭
❷ JRC（正）
❸地中海性気候の国に生まれた

い
❹ワインのバイヤー、ガーデナー

❶理科（実習助手）
❷なし
❸飼い犬
❹旅行業界で働く

八木　明子

❶図書館司書
❷書道（副）
❸ 500 年後もう一度自分に生

まれ変わりたい
❹前職のままだったと思います

北出　奈美
（校長）

三武　正明
（教頭）

❶理科
❷なし
❸もう一度、人間
❹研究職かな

❶国語
❷なし
❸体操選手（身体能力抜群）
❹警察官を目指したはず

１組 藤部　美里 西野　昭

❶国語
❷女子バドミントン（副）
❸リケジョ
❹ピアノの先生

❶地歴・公民
❷放送（正）
❸カエル
❹クイズ番組の司会がしたかっ

た

２組 山本　美好 松浦　正樹

❶英語
❷吹奏楽（副）
❸ pepper くん（ロボット）（い

ろんなイベントに参加した
い）

❹速記官 or 助産師

❶数学
❷男子硬式テニス（副）
❸ラファエル・ナダル
❹歌い手か料理研究家

３組 橋本　千宙 浅野　裕治

❶英語
❷陸上競技（副）
❸台湾人
❹農家

❶理科
❷自然科学（副）
❸生粋の昆虫学者
❹レストランのオーナーシェフ

４組 松田　充弘 田村　文和
（図書庶務部長）

❶地歴・公民
❷男子ソフトテニス（副）
❸ B'z のサポートメンバー
❹絵本作家

❶保健体育
❷陸上（正）
❸音楽家
❹スポーツメーカー勤務（アデ

ィダス本社）

５組 片桐　聡子 林　和男

❶国語
❷女子ソフトテニス（正）
❸我が家の歴代飼い猫
❹自動車メーカーの営業

❶保健体育
❷男子バスケットボール（正）
❸なんだろう？鳥？
❹宇宙に関係する仕事に就いて

みたい

６組 伊部　公治 錺
かざり

村　明

❶理科
❷放送（副） 囲碁引率
❸ガジュマル
❹化学系の研究員

❶英語
❷ E.S.S.（正）合唱（副）
❸ 200 年後に人間として
❹海上自衛官

７組 松原　圭亮 酒井　薫

❶数学
❷男子ソフトテニス（正）
❸生まれ変わってもまた妻と結

ばれたい
❹勝負師

❶地歴・公民
❷吹奏楽（副）
❸また私
❹ピアノの先生か、テレビ局に

就職していました

８組 富田　卓之 谷口　典雄

❶数学
❷野球（正）
❸大谷翔平
❹技術者

❶国語
❷男子バレーボール（副）
❸私が憧れていた女性を射止め

た男
❹役者を目指していた

担　任 副担任
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　令和４年４月16日に広
報紙コンクール審査会が
県生活学習館で行われま
した。
　本校の令和３年度育成
会だより（No.45.46）が優
秀賞を受賞しました。制作
にご協力いただいた方々、
ありがとうございました。

　私自身、2 年目の広報委
員活動になります。昨年の
今頃の自分は、役員に選出

されて、仕方なく委員会活動に参加するという感じでした。
しかし、２年連続でさせていただくことになり、やるからに
は 1 人でも多くの保護者の方に手にとってもらえる広報誌を
作ろうと、委員の皆様と試行錯誤しながら活動をしています。

　第 47 号では、探究活動、ASU など、羽水高校がいま力を
入れている学習について取材をしました。部活動紹介・教職
員紹介もお楽しみ下さい。
　最後に、第 47 号広報誌を発行するにあたり、取材にご協
力いただきました皆様に、心より感謝いたします。ありがと
うございました。

（広報委員長　平鍋佐知子）

印刷：㈱宮本印刷　TEL.35 － 6815

編集後記

育成会１学期の活動

　令和4年5月14日に育成会総
会を開催し、新役員、事業計画、
予算案等すべての議案が賛成
多数で承認されました。

育成会総会

　6月7日より3日間春の「交
通安全指導」を行いました。

今回は初日が雨、その後も肌寒い朝でしたが、生徒たちの
笑顔や元気さを感じられました。1、2年生には高校生活を
満喫し、3年生には部活の最後の大
会や受験に向けて頑張ってほしい
ものです。先生、そして役員の皆
さん、ご協力有難うございました。

（進路生活委員長　賀川泰成）

交通安全指導 広報紙コンクール優秀賞！

総会後に行われた１学年保護者研修会
（各教室でオンライン形式）

No.45
表紙

No.46
表紙

総会後に行われた２学年
学年懇談会（食堂）

総会後に行われた３学年
保護者研修会（第１体育館）

ライアン・ソーントン
（ALT）

イザベル・ハミルトン
（ALT）

❶英語
❷ＥＳＳ（協力）
❸千年後の未来に生きる人にな

りたい！
❹ I.T サポートか翻訳者かな

❶英語
❷ＥＳＳ（協力）
❸有名作家
❹文学、国際関係の教師

豊岡　政寛 佐々木　茜

❶国語
❷なし
❸あまり思いつかない
❹エンジニア or 農業

❶地歴・公民
❷なし
❸猫
❹福井の企業に就職

冨田　一葵 今村　まりな

❶数学
❷なし
❸鳥
❹公務員

❶理科
❷なし
❸動物園のコアラ
❹カフェ経営

浅井　裕美子 中藤　岬

❶保健体育
❷なし
❸やっぱり今の私
❹ダンサー

❶家庭
❷なし
❸男
❹アスパラ農園

萩原　幸代
（事務長） 橋本　恵理子

事務
❸アキラ先輩（紙兎ロペ）
❹作家と主婦の二刀流

事務
❸フィンランドの子供
❹湘南の海が見えるカフェ経営

高橋　宏美 和久利　裕貴

事務
❸欧米人女性
❹保育士

事務
❸鷹
❹仁多米（にたまい）農家

佐々木　宏美 齊藤　一浩

事務
❸今のままで良い
❹銀行員になってみたい

校務員
❸意志の強い自分
❹消防士

水野　智恵

進路指導部・購買
❸西宮に住んで毎日野球観戦
❹フードスタイリスト

❶ 教科　　　　　　　　❷ 顧問部活（正 OR 副）
❸ 生まれかわるなら？　❹ もしこの仕事についていなかったら？教職員紹介教職員紹介

usui

福井県立羽水高等学校
育 成 会 広 報 委 員 会

2021.7.14

No.45

usui
high school

育
成
会
だ
よ
り

羽
水

もくじ
ご挨拶
学食人気ランキング
特集　子供の進学を考える
知ってますか？購買室
部活動紹介
教職員紹介　etc...

博學之
審問之
愼思之
明辨之
篤行之

1

福井県立羽水高等学校
育 成 会 広 報 委 員 会

2021.12.17

high school

育
成
会
だ
よ
りusuiusui羽水

もくじ
文化祭・体育祭
羽水高校に新しい学びの場
知ってますか？羽水高校の一日
知ってましたか？自習室のこと
遠足
育成会の活動
羽水高校学校紹介動画QRコード
　　　　　　etc...

博學之
審問之
愼思之
明辨之
篤行之

No.46

1
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