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　 8 月31日（水）雨上がりでジメジメしている中、今年もドルフィンズ・アリーナに
おいて体育祭が開催されました。開始時間が遅れましたが、いざ始まると流石中村
生！と思うほど進行がスムーズでした。夏休みも含む生徒の皆さんの準備のおかげ
で競技は勿論、クラス対抗大縄跳びや部活動対抗リレー、縦割りで構成された 8つ
のブロックによるダンスパフォーマンスなど、どれも見応えがありました。カラフ
ルなクラスTシャツに身を包みノリの良さや団結力はとても美しいものでした。知
恵を出し合い、できる範囲で最高のものを作り上げた体育祭は生徒の皆さん達にとっ
て素晴らしい思い出になったことと思います。コロナ禍で保護者の参加ができなかっ
たことは残念であり来年度以降は是非、生徒の皆さんの活躍を一緒に楽しむことが
できればと強く願います。帰りは清々しい程の晴天でありました！

　（PTA広報委員　山下　綾乃・伊藤　智美）
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　生徒全員が待ちに待った中村高校文化祭が 3日間にわたって実施されま
した。前夜祭では有志で集まった 8グループがダンスや漫才を披露しまし
た。どのグループもクオリティーが高く、体育館が熱気に包まれました。
　今年度の文化祭では、クラスの出し物を回るグループ、体育館で 3年生
の発表を見るグループ、自分のクラスで準備や当番をするグループにそれ

ぞれ分かれて行いました。夏休みの段階から準備しているクラスが多く見られ、文化祭に多くの人が一生懸命取り組んでいるように感じられ
ました。また、文化部も各部屋などで独創性溢れた展示をして、大いに盛り上げてくれました。体育館での創作ダンス部と吹奏楽部のコラボ
発表は、今までにない斬新な発想で、多くの生徒が驚くような素晴らしい演出となりました。
　今年もコロナ禍で、一般公開なしなどの様々な制限がありましたが、準備から文化祭本番までみんなで協力し合い楽しんだ文化祭は、生徒
全員の青春の1ページに深く刻まれたことでしょう。 （文化常任委員長　106　芝山　知明）
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10/17～19 広島・関西方面広島・関西方面修学旅行修学旅行修学旅行
１年：犬山城・リトルワールド・明治村
３年：豊橋のんほいパーク・日間賀島5/27
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◆体操競技部

※令和3年度愛知県高等学校名古屋北・名古屋南・知多支部　体操競技　学年別大会

・ 2年生男子個人総合　優勝　302・新田伊吹

・ 2年生男子個人総合　 5位　303・堂端晴貴

・ 2年生男子個人総合　 8位　308・小林惺依

・ 1年生女子個人総合　 7位　203・市川友菜

※第76回愛知県高等学校総合体育大会　体操競技　名古屋南支部予選会

・男子団体総合　　　 2位　得点133.450

・女子 2部団体総合　 2位　得点  69.850

※第76回愛知県高等学校総合体育大会　体操競技（県大会）

・男子団体総合　 3位　得点131.800

※令和 4年度愛知県体操競技選手権

・少年 2部男子　 5位　204・高橋侑大

※令和 4年度愛知県高等学校新人体育大会　体操競技　名古屋南支部予選会

・男子団体総合　 2位　得点98.000

・女子団体総合　 2位　得点93.450

※令和 4年度愛知県高等学校新人体育大会　体操競技　県大会

・男子団体総合　 6位

・女子団体総合　 4位

◆弓道部

※第76回愛知県高等学校総合体育大会　弓道競技　名南支部予選会

・男子団体の部　 3位　中村高等学校A

◆卓球部

※第42回名古屋市内県立高校卓球大会

・男子団体の部　 3位

※第43回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会　卓球競技大会

・男子団体　3位

・男子個人　3位　207・村上彰駿

※令和 4年度愛知県高等学校新人体育大会　卓球競技　名古屋南支部予選会

・男子学校対抗　準優勝（県大会出場）

◆　サッカー部

※第76回愛知県高等学校総合体育大会　サッカー競技　名南支部予選会

・ 5位（県大会出場）

◆水泳部

※第76回愛知県高等学校総合体育大会　水泳競技　名南支部予選会

・男子50m自由形　 4位　記録25秒18　301・竹田夏基

・男子400mメドレーリレー　 6位　記録 5分10秒47　202・野口綾大

・男子400mフリーリレー　 6位　記録 4分02秒95

・男子総合　 7位　記録21点

※第43回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会水泳競技大会

・男子100m自由形　 3位　記録56秒75　301・竹田夏基

・男子200m自由形　 3位　記録 2分06秒78　202・野口綾大

・女子100mバタフライ　　 3位　記録 1分10秒72　308・谷夏成

・男子200m個人メドレー　 2位　記録 2分21秒96　202・野口綾大

・男子 50m自由形　 3位　記録25秒28　301・竹田夏基

・女子100m自由形　 3位　記録 1分04秒92　307・西田美玖

・女子200m背泳ぎ　 3位　記録 2分54秒05　308・谷夏成

・男子400mメドレーリレー　 2位　記録 4分25秒85

・男子400mフリーリレー　　 2位　記録 3分53秒15

・男子　総合　 3位　得点62点

・女子　総合　 4位　得点50点

※第59回名古屋地区高等学校水泳競技大会

・男子200m個人メドレー　 7位　記録 2分23秒00　202・野口綾大

・女子200m平泳ぎ　 6位　記録　 3分06秒04　202・小久保柑奈

※令和 4年度愛知県高等学校新人体育大会水泳競技名古屋支部予選会

・男子400m個人メドレー　 4位　記録 5分10秒17　202・野口綾大

・女子100m平泳ぎ　 5位　記録 1分23秒96　202・小久保柑奈

※第 7回びわ湖トライアスロンin近江八幡

・ジュニアの部高校生男子　 1位　記録37分14秒　301・山田壮流

※キッズトライアスロンin西尾一色2022

・高校生男子　 1位　　記録　35分 9 秒　301・山田壮流

※第15回川崎港トライアスロンin東扇島兼第 9回川崎キッズ・ジュニアトライアスロン大会

・スプリントの部男子　 2位　　記録　 1時間07分37秒　301・山田壮流

◆創作ダンス部

※第34回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸

・創作コンクール部門　入選（決勝進出）
作品「紡ぐ　- アン・サリヴァンの軌跡 -」

◆陸上競技部

※令和 4年度愛知県高等学校新人体育大会　陸上競技　名古屋南支部予選会

・女子100mハードル　 8位　記録17秒98　104・加藤美希

◆吹奏楽部

※2022年度愛知県吹奏楽コンクール名古屋地区大会

・プライマリーの部　銀賞

◆第68回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール

・外務大臣賞　208・高須椛梨

◆愛知県高等学校文化連盟・特別賞

・外務省主催第68回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクールにおいて特賞を
受賞された功績を讃えて、愛知県高等学校文化連盟特別賞を授与する　308・高須椛梨

今年もこんなに活躍しました !
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　10月 1 日（土）晴天で暑いくらい
の陽気の日に、PTA会員28名と教
職員 2名で三重県伊賀市へバス旅
行に参加しました。「伊賀伝統伝承
館」で伊賀組紐体験をし、「伊勢之
家」で懐石弁当と伊賀牛を堪能し
ました。「モクモクファーム」で散

策と買い物をし、楽しく充実した一日を過ごさせていただきました。
企画、運営に携わった皆様へ、改めて御礼申し上げます。
 （PTA常任理事　酒井　奈美）

　 8月26日（金）、本校にて
防災訓練を行いました。今
年度は新型コロナウィルス
感染症対策のため、グラン
ドへの避難や学年全体での
訓練は残念ながら行えませんでしたが、各クラスで避難経路を確認
したり、日本で起きた地震を学んだりしました。私のクラスでは過
去に起きた地震の規模を聴いた時の反応はイマイチでしたが、復興
のために作られたアニメなどの話はみんな興味津々でした。机の下
に潜るシェイクアウト訓練では、自席の近い友達と指摘し合いなが
ら行う様子がうかがえました。来年も自分の身を自分で守るために
集中して行いたいです。
　10月14日（金）の防災講話はロータリークラブ防災対策委員会の
皆様からお話を伺いました。南海トラフ巨大地震について講師の先
生は「まだ来ていない地震に名前がついているということは、必ず
来るということだ。」とおっしゃった時、今まで見たニュースや新
聞より腑に落ちました。地震によって液状化現象がほぼ確実に起こ
ると聞いた今、未来の自分を守るために防災をしっかり備えておき
たいです。 （防災委員長　208　堀田　妃怜菜）

　10月25日（火） PTA参加者、校長先生、門口先生、隅田先生の総
勢27名にて、名古屋駅より貸切バスで出発しました。今回は初の県
外の大学訪問となり、記念すべき1校目は京都府にあります同志社
大学へ伺いました。県外ということで移動中の車内では、参加者の
皆様よりいただいた進路についての様々な疑問や質問に、隅田先生
よりご回答いただく有意義な時間となりました。
　同志社大学は京都市内の中心地に位置する今出川キャンパスと今
回伺った広大な敷地を誇る京田辺キャンパスとがあります。到着後、
教室にて学校説明をしていただき、その後、4つのグループに分かれ、
グループ毎に在学生より各施設や学校の歴史について案内をしてい
ただきました。とにかく広い敷地内には最先端の施設や40以上のス
ポーツ競技が可能な体育施設が完備され、中でもラーネット記念図
書館は文献や資料が豊富に揃い、勉強するにはとてもよい環境でし
た。
　同志社大学の見学を終え、京都市内へ移動し『いもぼう平野家本
店』で名物いもぼうランチをいただきました。1時間ほど周辺観光
を楽しみ、次の目的地である国立滋賀大学へと向かいました。
　こちらも初の国立大学訪問。滋賀大学は大津キャンパスと今回
伺った彦根キャンパスがあり大正13年経済学部の前身である彦根高
等商業学校として建築された滋賀大学講堂は国登録有形文化財とし
て保存されています。中に入ることはできませんでしたが、歴史を
感じさせる建物でした。滋賀大学は2023年より経済学部が改組さ
れ、各学科が統合され総合経済学科としてさらに発展していくそう
です。
　今回は、初県外に初国立大学と初めてづくしの大学訪問でした。
同志社大学では施設の素晴らしさと在学生の案内や説明の対応力に
感心しました。滋賀大学ではすぐそこにある彦根城を見上げながら、
経済という近江商人らしい気風を感じました。どちらの大学もそれ
ぞれとても魅力的で、子どもたちの明るい未来を想像することがで
きました。 （PTA常任理事　早川　美保）

　令和 4年10月28日（金）、創立70周年記念行事が行われました。コ
ロナ禍の開催であり、 2・ 3 年生は体育館、1年生は教室、PTA・
同窓会は視聴覚室からの参加となりました。
　式典は、厳かな雰囲気で執り行われ、中村高校の歴史を感じるも
のとなりました。後半は生徒会企画として、体育祭と文化祭のスラ
イドショー上映がありました。制限のある中でも、子供たちの楽し
そうな表情を見る事ができました。
　また、本校29回生の日本マクドナルドホールディングス株式会社
代表取締役社長兼CEOの日色保氏より、記念講演を行っていただ
きました。「これからの社会を生き抜く力」をテーマに、高校時代
から現在までをユーモアを交えながらお話いただきました。特に、

「グローバル化には誰もが無関
係ではいられない」「英語ほど
確実な投資はない」「無限の可
能性がある」という言葉が印象
に残りました。中村生には、無
限の可能性を信じ、変化し続け
る社会を突き進んでほしいもの
です。
 （PTA常任理事　藤川　淳子）

PTA研修旅行（伊賀）に参加して

防災講話

PTA研修会大学訪問（　　　　）同志社大学
滋 賀 大 学

　PTA活動に参加して 3年目もあと少しで終わろうとし
ています。自分でもよく常任理事を引き受けたなと思って
います。
　PTAとは無縁だった私が常任理事を引き受けたのは入
学式に当時の近藤会長から「中村高校の PTAはすごく楽
しいから」、「文化祭は最高に楽しいので一緒に参加しま
しょう !」と満面の笑顔で勧誘されたのがきっかけでした。
　息子と同じく 3年間の高校生活を PTA として楽しみ
にしていましたが、コロナウイルス感染症の流行により
PTA活動は中止が続きました。行事として参加できたの
は球技大会の飲料水の販売、PTA懇談会が 1回と活動ら
しい活動はなかったものの、今年度の 2学期が始まって
からはコロナウイルス感染症の影響が小さくなり PTA活
動も活発になり始めました。
　コロナ禍により停滞していた PTA活動も終わり、新し
い PTA活動がこれから始まることを心より願っています。

（PTA副会長　服部　利明）

これからのPTA

創立70周年記念行事


